
 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

 

                             

 

 

 

 

 

２０１２年１０月２２日（月）、イッシー・レ・ムリノー市（以

下「イッシー市」という）において、市川市とイッシー市の「パー

トナーシティ締結に関する盟約書」への調印が行われました。 

両市の交流は、共に東京とパリという首都に隣接している点のほ

か、ＩＣＴ（情報通信技術）を積極的に取り入れるなどの共通点も

あって２００９年から始まりました。その後、議会での発議を重く

受けとめ、今年４月にパートナーシティ締結に向けた具体的な協議

を行いました。両市市議会で都市締結についての承認を経て、今回

調印の運びとなりました。 

イッシー市はフランス共和国イル・ド・フランス州に位置し、 

パリの南西部に接しています。人口６万４千人、面積４．２５平方キロメートルと、市川市に比べ小さい都市ですが、企業誘

致に積極的に取り組むなど近年著しい発展を遂げています。海外都市との交流も盛んで、市川市を含め姉妹友好都市は１２都

市となりました。特に青少年交流や文化・芸術交流が、盛んに行われているようです。 

調印式は、駐フランス日本国大使と一等書記官をはじめ、財団法人自治体国際化協会所長、パリ日本文化会館長のほか、両

市市民が見守る中、イッシー市議会議場で行われました。大久保市長と、公務のため急遽欠席となったイッシー市サンティニ

市長に代わって、スュブリニ筆頭副市長が調印式に臨みました。（後日、サンティニ市長が盟約書に署名をし、両市で取り交

わしました。）引き続き市役所ホールで行われたカクテルパーティーでは、市内の子どもたちによる合唱「大きな栗の木の下

で」など２曲が日本語で披露されました。合唱には、市川市民も参加して友好を深め、駆けつけたサンティニ市長からも大喝

采を浴びました。 

今回、市川市民親善訪問団として、成田久江副会長を団長に１８名の市民の方たちも

イッシー市を訪れました。調印式とカクテルパーティーのほか、市内にあるフランス国

立トランプ博物館、特異地形を利用したワイン貯蔵施設を視察しました。さらに、サン

ティニ市長主催の公式晩餐会にもご参加され、イッシー市の夜を楽しみました。 

盟約書には、ＩＣＴ施策、花と緑の街施策、文化・芸術の分野における青少年交流並

びに市民交流を推進していくとあります。市川市では、多くの市民の方たちが参画でき

る国際交流を目指しています。両市のこれからに注目してください。 

市川市国際交流協会（隔月刊） 
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イッシー・レ・ムリノー市でパートナーシティ締結調印式挙行 
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「大きな栗の木の下で」を合唱する市民親善団と現地の子供達 

盟約書に調印する大久保市長、となり

はスュブリニ筆頭副市長 
（市川市・国際交流課） 

http://www.iia21.jp/


 

 

 

 

 

 

 １９６２年に締結された市川市とガーデナ市（米国カル

フォルニア州）との「姉妹都市提携」から今年で５０年と

なることを記念して、ガーデナ市から公式代表団が来市し

ました。 

 一行はガーデナ市市議会議員（市長代行）ロナルド・イ

ケジリ氏、ガーデナ姉妹都市協会会長 ロージー・ナバー

ロ氏、同市川委員会委員長 トレイシー・ナカオカ氏等の

２１名で、１１月２日の来日から６日の離日までの５日間、

好天に恵まれ多くの交流行事や視察などに参加しました。 

 今回の訪問時期の決定にあたりガーデナ市側から「是非

市川市民まつり（１１月３日）に参加したい」との希望が

あり、このスケジュールとなりました。市民まつりでは、開会式で全員が壇上で紹介され、代表してイケジリ氏が挨拶されま

した。「市川市にはこんなに多くの市会議員がいらして議決はさぞ大変でしょうね？」とユーモアを交えながら、「５０周年

の節目の年に市川を訪れ、多くの市民の方にお会いできたことを大変嬉しく思います、これからの５０年も一層交流を深めて

いきましょう」と結ばれました。会場内のＩＩＡ特設テントではガーデナ市の皆さんをお迎えし、懐かしい対面や思い出話の

交換など交流の輪が広がりました。 

 その後、行徳白妙公園での「記念植樹」、東山魁夷記念館訪問、アイ・リンクタワーでの「５０周年記念写真展」見学など

秋晴れの一日を過ごしました。 

 ４日、５日は都内を中心に観光し、スカイツリー、浅草、国立博物館、秋葉原、皇居、国会議事堂など忙しいスケジュール

をこなしました。 

 ５日の夕刻はＩＩＡ主催の「送別夕食会」が市川グランドホテルで開かれ、ＩＩＡ会員百名以上が参加して、滞在最後の夜

を楽しんでいただきました。男女１８人が着物の着付けをしてもらい、なれない着物姿ながら満面の笑顔でパーテイー会場に

入りました。主催者を代表して笹本会長が、「本日は誠意をこめておもてなしいたします、どうぞ楽しんで下さい」と挨拶さ

れ、来賓の挨拶、記念品の贈呈などが行われました。また、ガーデナ市への青少年派遣プログラムに参加した青年部会のメン

バーが紹介されました。交流の未来を担う若者たちの活躍を期待したいものです。会場では琴、尺八の音が優雅に響き、日本

舞踊、ヨサコイ・ソーランのエンターテイメントで会場を盛り上げました。 

 団員の一人に「ハードスケジュールで疲れましたか」と聞くと、「とんでもない、素敵なおもてなしを受け、美しい日本を

満喫でき、私は今夢の中にいるような気分です」とのうれしいコメントをいただきました。（山本 怜） 

 

 

市民まつりで挨拶するイケジリ氏   ガーデナブースでおもてなし     ５０周年記念写真展を見学  送別夕食会で挨拶するナバーロ会長 
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ガガーーデデナナ市市ととのの交交流流５５００周周年年記記念念  

ガガーーデデナナ市市公公式式代代表表団団がが来来市市  

  

送別夕食会で和服姿の一行 
送別夕食会で和服姿の一行 



 

 

避難所宿泊訓練に参加して－ふり返りとワークショップ 

（防災ボランティアネットワーク）  

 

９月３０日（日）９：３０から男女共同参画センターで２０名以

上が参加し、先日行われた避難所宿泊訓練を今後にどう役立てれば

よいかを考える会が開催されました。 

訓練の感想です。ハード面は、各作業班編成とその役割、食事、

飲料水、風呂、手洗い所、（体育館に敷いた）マット、布団などと

ても充実していました。またＦＭ市川、市川ケーブルネットワーク

による災害放送も常時流されており、実際の災害時に役立つと心強

く思いました。 

反面、運営などソフト面ではいろいろ課題が出されました。情報

の伝達方法、その可視化、一度に押し寄せるであろう被災者の受付

方法、外国人をどのような班分けにするか、避難所が停電したらど

うするか、宗教による制約（禁忌食、拝礼）にどのように対処するか、そして日本人と同じとまではいかないまでも、それに

近い情報を取るにはどうすればよいかなどが話し合われました。 

この後、第２部として、メジャーな外国語を話さない人のためには、これからは「やさしい日本語」が情報伝達に重要とい

うことで、「避難所でのルールをやさしい日本語とその他対応可能な言語へ翻訳し、張り紙を作成する」という課題でワーク

ショップが開かれました。 

短い時間でしたが、皆さんそれぞれ、絵、ルビ振りなど工夫を凝らしながら、日本語が片言でもわかれば、十分理解できる

張り紙を作成することができました。前回の避難所訓練、今回の振り返りによる今後への改善を検討する。このサイクルを繰

り返すことで、万が一、実際に災害が発生した時に、冷静に対処し、被害、不便を最小にすることができるのではないかと思

います。（篠原 剛） 

 

もっと知りたい「スリランカ」続編 （異文化交流委員会） 

 

前号でスリランカ初代大統領・ジャヤワルダナ氏が「戦争の憎悪は慈愛によって止む」と演説し、対日賠償を放棄し、参加

国の多くが感銘しましたという記事の続編です。この大統領を調べてみまし

た。「（from lanka  http://lanka.fc2web.com/ より抜粋）ジャヤワルダナ蔵

相（のちの大統領）はサンフランシスコ講和条約で「日本に今、この段階で

平和を与えるのは、もってのほか」「日本は南北に分割して統治すべき」

「日本を独立させるのは時期尚早」などの意見が出る中、ブッダの言葉を引

用し、こう語りました。「戦争は戦争として、終わった。もう過去のことで

ある。我々は仏教徒である。やられたらやり返す、憎しみを憎しみで返すだ

けでは、いつまでたっても戦争は終わらない。憎しみで返せば、憎しみが日

本側に生まれ、新たな憎しみの戦いになって戦争が起きる。戦争は憎しみと

して返すのではなく、優しさ、慈愛で返せば平和になり、戦争が止んで、元

の平和になる。戦争は過去の歴史である。もう憎しみは忘れて、慈愛で返していこう。」と対日賠償請求権の放棄を明らかに

するとともに、わが国を国際社会の一員として受け入れるよう訴える演説を行いました。 

 この演説が、当時日本に厳しい制裁措置を求めていた一部の戦勝国をも動かしたといわれ、その後の国際復帰への道につな

がる象徴的出来事として記憶されています。 

１９９６年他界。彼の遺志に基づき、角膜が提供されました。片眼はスリランカ人に、もう片眼は、日本人に。スリランカ

献眼協会は、スリランカ人から提供された角膜を国内外へ無償で贈る運動を行っており、わが国にもこれまで約２８００の

角膜が送られています。（篠原 剛） 

各各委委員員会会終終了了行行事事のの報報告告  
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ワークショップの様子 

熱心に受講 

http://lanka.fc2web.com/


 

 

秋の小旅行 （バデイーズ） 

 

１０月５日、バディーズのメンバー（中国・タイ・フィリピン・イラン・日本）総勢２４名で、秋の小旅行として江戸時代

に作られた東京・港区の浜離宮恩賜庭園を散策、天気は暑いほどの晴天。庭園にはメキシカンコスモスがきれいに咲いていま

した。1時間弱の散策の後、浅草へ向かう水上バスにいよいよ乗船です。 

水上バスはたくさんの橋をくぐって浅草へ向かいます。赤や緑や黄色の橋があり美しく、スカイツリーが特徴的なオブジェ

のあるアサヒビールのビルと共に見えたところで到着です。 

ちょうど１２時。大正時代から続く老舗、神谷バーでランチをいただきました。十数年前、バディーズが発足して間もない

頃に皆で来た時はメンバー同士の関係がまだ浅く、緊張していたのを思い出した方もいらっしゃいました。 

食後は各自浅草寺に参ったり、人力車に乗ったり、買い物をしたりと満喫しました。 

今回、浜離宮での散策時間が短かく残念でしたが、自国の家族や友達が来日した時に連れて行ったら喜ばれるのではないか

と思いました。（まとめ：狭川 章子）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語教師養成講座（９月～１２月）見学レポート （日本語教室委員会） 

 

この日（１０月６日）のテーマは「形容詞」。 

私たちが学校文法で習った形容詞とは異なり「い形容詞」（おもしろい） 

「な形容詞」（元気だ）に分類した形容詞の活用を学習します。 

 学校文法に自信のある受講生も少々戸惑いを感じながら、この教え方 

に取り組んでいました。 

またこの形容詞を外国人の学習者はどんな場面で使うかを考える実践的 

ロールプレイもあり活発に意見交換が行われました。 

なお、研修期間中に受講生は「インターンシップ」として各日本語教室に 

伺う予定です。ボランティアの皆さんご指導宜しくお願い致します。 

「老人をふるい人と呼ぶ学習者」（い形容詞の誤用例） 

 

受講生の声 （吉川 正二） 

９月に始まったこの講座を受講して早や、道半ばとなりました。受講生の中には子育てを終えた女性や定年後の男性もいま

すが皆、熱意は青年達です。 

私も１２月の終了後のボランティアのデビューを心待ちに講義に夢中です。 

（文・イラスト：加澤 和三） 
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水上バスで浅草へ 浜離宮にて 

熱心に授業を受ける受講生 



 

 

やさしいドイツ語講座 （ローゼンハイム市委員会） 

 

 年末になると、日本の各地でベートーヴェン作曲の「第九」の演奏が聞かれます。これは日本的な現象だそうですが、わ

が国で長い間「百万の人々よ、仲良くなれ」と訳されてきたせいで、この曲は他の聖歌に比べて、私たちを奮い立たせてきた

ように思います。多くの人がコーラスなどで、親しんできたこの「第九」の歌詞はドイツ語であり、たとえカナふりに依って

でも、一度ならず聴いたり、言葉として発しているのではないでしょうか？ドイツ語がすこし身近に感じられるこの季節にド

イツ語を学んでみませんか。市川市のパートナーシティー、ローゼンハイムの人々が市川を訪ねてくれた時に、挨拶を交わし

て、日独友好の輪を広げませんか。毎月一度、「やさしいドイツ語講座」を、八幡市民談話室で開いております、今から参加

しても初歩から学べます。是非ご参加ください。詳しくはイベント情報欄をご覧下さい。（井上 冨美子） 

 

異文化交流委員会第3回交流会「アジアの音楽」（異文化交流委員会） 

  

八幡文化会館・ローズルームは９月９日（日）２時から、そこはエキゾチックアジア。先ずはチョン・ミョンジャ韓国舞踊

団による凛々しく、麗しい韓国の舞い。もえぎ色鮮やかな民族衣装（白黒写真で残念です）で、大胆に、華麗に舞う「男踊

り」。一人の踊りでありながら、そこから出てくる迫力と力強さ。指先から

もエネルギーが出てきそうです。圧倒され、見る人皆がもう釘づけです。す

ごい。そして三人で舞う「女踊り」。こんどはしとやかで、流れるように。

うっとり。 

二番手はレンダワティー高橋さんによるインドネシアの伝統楽器「アンク

ルン」の演奏。竹の長さ、太さによって音程を作っています。写真のように、

この竹を２０本以上ぶら下げて、

叩いて演奏します。なんとなく

子供のころに聞いたような素朴

な、澄んだ音色でした。演奏後、今度はドレミファソラシドの８音階の竹を外し

て、８人に持ってもらい、自分の音階が来たら叩いて「むすんでひらいて」を立

派に演奏しきりました。 

演奏の合間には韓国の香ばしい「トウモロコシ茶」をふるまって頂き、なんと

なく異国の地にバケーションに来ているような錯覚にとらわれました。タイムス

リップならぬプレイススリップ。楽しかった。（篠原 剛） 

 

楽山市との草の根交流は続く （楽山市委員会） 

 

日中関係悪化により 

１１月に予定していた

「郭沫若生誕１２０年記

念市民団楽山市訪問」は

中止になりましたが、今

までに積み重ねた沢山の

交流の足跡を大切にし、

これからの活動の礎と位 

置付け、地道に心の

友好交流をしていきたいと思います。そこで今年、当委

員会で行った交流の一端をお伝え致します。 

①「楽山市沙湾区友好交流団と歓迎茶会」        

７月６日の昼下がり、深緑に囲まれた吉澤ガーデンギ

ャラリー茶室に於いて、楽山市沙湾区友好交流団一行６

名をお招きして茶会を開催致しました。沙湾区は市川市

に縁の深い郭沫若翁の生誕地で、今回は翁の生誕１２０

周年を記念して来市されました。市川市の各界で盛大な

歓迎を受け、二日後には京都大阪方面を視察されました。

成田副会長、大川原委員長以下楽山委員会有志による茶

席は淀の川遊びの趣向で、日本の夏の季節を感じて頂け

るようにおもてなしを致しました。和やかな楽しいひと

ときでしたと皆様から感想を頂き、お互いに熱烈な握手

をし、心からの交流の大切さを忘れまいと感じました。

（佐藤和子） 

②「楽山市青少年代表団受入」 

７月２５日から８月１日まで青少年団１１人を受け入れ

ました。（３９号既報） 

（次頁へ続く） 

楽山市（市川市ホームページより） 
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③「中国服飾の全て 古代から現代」         

１０月初旬の中国大使館夫人記念講演に参加しました。 

④日中国交正常化４０周年特別展「中国王朝の至宝」  

毎月の活動の一環として、１０月１０日から東京国立博 

物館で始まった日中国交正常化４０周年特別展「中国王朝 

の至宝」に行ってきました。紀元前２０世紀ごろの夏・殷 

王朝から南宋王朝までの約３０００年以上のあいだの代表 

的な文物です。国宝級の一級文物が約１００点もあって、 

どれもこれも素晴らしい中国文明の結晶でした。    

（逸見 総一郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「やさしいドイツ語講座」(ローゼンハイム市委員会） 

日時： １１月３０日(金)１３：００～１４：３０ 

場所： 市民談話室４F集会室３ 

日時： １２月１９日(水)１３：００～１４：３０ 

場所： 市民談話室４F集会室１ 

参加費： ５００円 

問合せ： 井上（Tel: ０４７－３２２－４６８６） 

◆「年末パーテイー」 （ＩＶＩＳ） 

ＩＶＩＳ現有メンバーは勿論、ＯＢ、ＯＧの方々、 

日頃ＩＶＩＳと仲良くお付き合いを戴いている外国人の皆 

さん、是非ともご参加ください。軽食、飲み物と共に語ら 

い、ゲームや歌の合唱で楽しいひとときを過ごしましょう。 

日時: １２月１５日（土）１３：３０～１６：００ 

場所: 市川市文化会館ローズルーム（地下１階） 

◆「市川市真間の散策」 （外国人委員会） 

日時： １２月２日（日）１２：３０～       

集合： ＪＲ市川駅改札口             

参加費： 無料                  

問合せ： 石原（Tel:０８０－５９３０－１１１７） 

     スザナ（Tel:０９０－１８５７－２８５６）      

◆「世界遺産を学ぼう！」 （ガーデナ市委員会） 

日時： １２月５日（水）１４：００～１６：００ 

場所： 市民談話室５F 会議室 

講師： 野澤 順治先生（世界遺産アカデミー認定講師 

世界遺産検定マイスター） 

会費：  無料 

申込み： 吉田（Fax：０４７－３３６－３３５２） 

     先着５０名様まで受け付けます 

  

申込み:   １１月３０日までに             

杉原 E-mail: yoko.sugihara@yd6.so-net.ne.jp      

または仙田 E-mail:akiko925@nifty.com まで 

◆「茶話会」 （バデイーズ） 

日時：  １２月２１日(金）１０：００～１２：００ 

場所：  駅南公民館 

参加費： 無料 

問合せ： 山本（Tel:０４７－３３２－６５７０） 

会費： １０００円 

◆「エクササイズ」 （バデイーズ） 

日時：  １月１８日(金) １０：００～１２：００ 

場所：  駅南公民館 

参加費： 無料 

問合せ： 山本（Tel:０４７－３３２－６５７０） 

 

市川市在住外国人登録者数及び上位１０ヶ国の人数   Ｈ２4年９月 ３０日現在  （  ）内は前年同月数 

①中国    5,104(5,637) ②韓国・朝鮮1,515(1,607) ③フィリピン1,301 (1,370) ④インド   508 (621) 

⑤タイ        392 (409) ⑥ネパール     335 (265) ⑦ペルー       257 (289) ⑧米国       239 (218) 

⑨ベトナム    173 (168) ⑩スリランカ   146 (189)   

総計       96ヶ国   11,451人（98ヶ国 12,295人）    市川市総人口  469,223人 (473,227人) 

 

市川市国際交流協会（ＩＩＡ）事務所は年末・年始、次の期間がお休みとなります 

平成２４年１２月２８日（金）～ ２５年１月３日（木） 

 

イイベベンントト情情報報（（１１１１月月～～１１月月））  

◆「インターナショナルデイ」来年度の開催決定！ 

今年度のインターナショナルデイは中止となりましたが、来年度は２０１３年１０月２０日（日）行徳文化ホール 

Ｉ&Ｉで開催されることが決定しました。詳細は来年度、本紙、ＩＩＡホームページでお知らせします。 

ＩＩＡ事務所 

年末年始のお休みのお知らせ 
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法人会員の皆様には日ごろからＩＩＡの事業にご協力いただいています。ＩＩＡニュースでは、各社（団体）を次号より逐次

ご紹介する予定です。今号では現在の会員を一覧表でご紹介します。 

（加入順・敬称略） 

社（団体）名 
代表者 

（役職名略） 
所在地 電話番号 業務内容 

フードマーケットエコピア株式会社石原 石原 昌幸 船橋市薬園台5-2-5 047-463-1110 
スーパーマーケッ

ト 

（社団法人）市川青年会議所 辰田 薫 市川市八幡2-5-2 047-302-2521 経済人団体 

市川市日中友好協会 大川原常雄 市川北国分2-2-2 047-372-8868 
日中両国民相互理

解・友好促進 

市川市ライオンズクラブ 成島 龍也 市川市市川南1-8-30 047-323-5060 奉仕活動 

京葉瓦斯株式会社 潟山 英清 市川市川南2-8-8 047-361-0211 都市ガス事業 

産洋不動産株式会社 田中 洋 市川市東菅野3-18-10 047-334-2112 不動産取引業 

株式会社JTB法人東京法人営業船橋支店 小林 正樹 船橋市湊町2-1-1 047-495-8181 旅行業 

第一セントラル設備株式会社 深山 浩一 市川市本北方1-35-5 047-332-5206 総合設備業 

トップツアー株式会社市川支店 川西 秀樹 市川市八幡2-6-12 047-333-5641 旅行業 

日本毛織株式会社（ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌ゚ ﾗｻ゙ ） 清水 泉 市川市鬼高1-1-1 047-376-3551 
ショッピングセン

ター運営 

有限会社萬喜商店 廣田 利夫 市川市八幡2-16-20-205 047-334-2771 不動産取引他 

正金興業株式会社 越永 雄一 市川市須和田1-1-6 047-372-1151 
デザイン・企画・

印刷全般 

株式会社コマツ 飯沼 俊雄 市川市南八幡4-15-12 047-378-5111 事務機器販売 

水野外語学院 水野 孝惠 市川市行徳駅前4-19-14 047-397-9645 日本語学校 

公益社団法人市川法人会 森田 輝雄 市川市平田2-13-1 047-322-0051 
税知識普及、納税

意識向上推進団体 

在日本大韓民国民団千葉県市川支部 金 萬石 市川市国府台2-8-22 047-373-3834 
在日韓国人のサポ

ート及び交流 

株式会社日本旅行千葉支店 佐川 知弘 千葉市中央区2-3-16 043-227-2307 旅行業 

株式会社米山鉄工所 米山 精次 市川市鬼高3-28-16 047-370-1111 物流・鉄工業 

株式会社全日警 片岡 直公 
中央区日本橋浜町 

1-1-12 
03-3862-3321 警備保障 

株式会社フローラ西船 松丸 幸一 船橋市萬飾町2-345 047-435-2211 サービス業 

株式会社土谷不動産 土谷 幸司 市川市八幡2-14-14 047-334-4324 不動産業全般 

株式会社コジマ 小島 武久 市川市八幡3-4-1 047-323-0141 不動産賃貸 

株式会社グランパ 伊藤 良男 市川市真間1-5-7 047-324-0404 パン製造・販売 

ﾌ゙ ﾘー ｽ゙ ﾍｲﾎﾃﾙ株式会社市川グランドホテル 津田 則忠 市川市市川1-3-18 047-324-1121 旅館業 

レッツトーク 福田 充二郎 市川市幸2-15-24 047-395-3007 日本語の指導 

アトリグラス有限会社 廣田 祐策 墨田区錦糸2-7-6 03-6715-7050 ガラス製品輸入卸 

 

（２０１２年１０月末現在） 

 

ＩＩＩＩＡＡ法法人人会会員員紹紹介介  
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氏名（国籍）①性別 ②使用可能言語 ③希望する委員会④趣味・特技など （学）青年部学生会会員 

委員会の略号 

ガ＝ガーデナ、楽＝楽山、メ＝メダン、ロ＝ローゼンハイム、ホ＝ホームステイ、日＝日本語教室、通＝通訳翻訳 

異＝異文化交流、外＝外国人 

 

「日本語教師養成講座」への参加をきっかけに多くの方が新たに会員となられました。 

(敬称略) 

★浜松 恵子（はままつ・けいこ）日本①女③日、異 

★高橋 和久（たかはし・かずひさ）日本①男③ロ、異、

外④パソコン、カメラ、ドライブ、映画、モータースポー

ツ 

★チバ マリカー（Chiba Maricar）ﾌｨﾘﾋ゚ ﾝ①女③異 

★間阪 吉幸（まさか・よしゆき）日本①男③日、異 

④パソコン、旅行、ビジネスマナー、ビジネスで使う用語、

言葉遣いなどを指導することに興味あり 

★後藤 幸弘（ごとう・ゆきひろ）日本①男③日、異 

④旅行の企画 

★田口 修(たぐち・おさむ) 日本①男③ロ 

★藤田 明（ふじた・あきら）日本①男②英語、フラン 

ス語③ガ、異④外国人の方のビジネス会計、税金の相談を 

お手伝いできます 

★村井 亜弓（むらい・あゆみ）日本①女②英語、ドイ

ツ語③ガ、メ、ロ、日、異 

★田所 みや子（たどころ・みやこ）日本①女③ロ、日、

異 

★楊 蕙菁（よう・けいせい）中国(台湾)①女②中国語 

④日、通、外 

★渡辺 乃里子（わたなべ・のりこ）日本①女③日 

★渡辺 哲郎（わたなべ・てつろう）日本①男 

★蜂須賀 直子（はちすか・なおこ）日本①女 

★鈴木 由里子（すずき・ゆりこ） 日本①女③日 

④映画、音楽鑑賞、スケッチ、中国語検定３級 

★佐藤 道代（さとう・みちよ）日本①女③日、異 

④ハイキング 

★山口 清美（やまぐち・きよみ）日本①男③日 

④散歩、道路地図をみること、 

★伊藤 千絵（いとう・ゆきえ）日本①女③日 

★廣田 みどり（ひろた・みどり）日本①女③日、異 

④ピアノ、マンドリン、テニス、 

★長野 かおり（ながの・かおり）日本①女③日 

④作文、読書、ピアノ演奏、百人一首 

★鍋山 重泰（なべやま・しげやす）日本①男②英語③

ガ、ロ、通④ゴルフ、ＤＩＹ 

★田中 浩美（たなか・ひろみ）日本①女②英語 

③日、通④音楽（フルート） 

★逸見 かほり（へんみ・かおり）日本①女③日 

★逸見 礼次郎（へんみ・れいじろう）日本①男③日 

★松橋 和江（まつはし・かずえ）日本①女③日 

★長沼 明（ながぬま・あきら）日本①男③日、異 

④テニス、スキー、ハイキング、二胡 

★宇渡 美穂（うわたり・みほ）日本①女③日、異 

★藤田 裕子（ふじた・ひろこ）日本①女 

④ガーデニング、秋 

★久保 恭助（くぼ・きょうすけ）日本①男④読書、 

地域スポーツ 

★木村 直人（きむら・なおと）日本①男②英語③ガ、 

日、通、異④世界遺産めぐり(建築)、絵画、音楽鑑賞、 

鉄道 

★太田 輝子（おおた・てるこ）日本①女 

★村樫 四郎（むらかし・しろう）日本①男 

④木版画制作 

★山田 成子（やまだ・しげこ）日本①女③日 

④ピアノ、音楽鑑賞、読書、水辺散策、野草観察 

★北村 なをみ（きたむら・なおみ）日本①女③日 

④旅行、美術館図書館めぐり、お菓子づくり、読書、日本 

昔話・グリム童話の語り 

★田中 佐恵子（たなか・さえこ）日本①女③日④ビー 

ズ細工、フィギュアスケート鑑賞、旅行、ウオーキング、 

★江澤 千鶴子（えざわ・ちずこ）日本①女③ガ、日 

④水泳、読書、ピアノ 

★髙栖 伸明（たかす・のぶあき）日本①男③ガ、楽、 

メ、ロ④海外旅行 

★廣橋 嶺（ひろはし・れい）日本①男③（学） 

★吉川 正二（よしかわ・しょうじ）日本①男③日 

④旅行、読書 

★越川 雅史（こしかわ・まさし）日本①男(市川市議会) 

★大槻 光枝（おおつき・みつえ）日本①女③ホ

新新入入会会員員のの紹紹介介（（７７～～９９月月））  
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