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新年のご挨拶 市川市長 大久保 博
謹んで新年のお慶

の大胆な行政改革を進め、財政の立て直しを図って

びを申し上げます。

大久保市川市長

まいります。

昨年は、約 2 年ぶ

現在、市内には外国籍の方が 1 万 2 千人近く居住

りとなる「インター

されておりますが、住民同士が互いの文化を尊重し

ナショナルデイ イ

理解を深めながら、快適で安全な日常生活が送れる

ン いちかわ」の開催をはじめ、世界各国の青少年

多文化共生社会の構築を目指しております。

との交流など多くの国際交流事業が実施され、成功

今年は、インドネシア共和国メダン市と姉妹都市

裡に終えることができました。

締結 25 周年、ドイツ連邦共和国のローゼンハイム市

これもひとえに、笹本会長をはじめ市川市国際交

とパートナーシティ締結 10 周年を迎える記念すべき

流協会の皆様のご尽力の賜物であり、厚く御礼申し

年となっております。

上げます。

このように長きにわたり海外都市交流が盛んに行

本年は、市制施行 80 周年という節目の年であり、

われていることは、貴会の友好親善に対する弛まぬ

この記念すべき年に、市長として 2 期目の市政運営

努力や国際化意識を高める取り組みの賜物であり、

を担わせていただくことになりました。決意も新た

深く感謝申し上げます。

に市民の皆様のご期待に応えていきたいと考えてお

今後とも、記念行事等を通じて、皆様とともに友

ります。

好の絆を深めていきたいと考えておりますので、本

長引く景気低迷により税収が伸び悩む中、医療・

市の国際交流事業にご理解とご協力を賜りますよう

介護・生活保護費などの社会保障費は急速に増加し、

お願い申し上げます。

市川市の財政状況は大変厳しくなっております。

結びに、笹本会長をはじめ市川市国際交流協会の

このような中、10 年後の市川市の安定財政に向け

皆様にとりまして実り多き年となりますことを祈念

て、市直営施設の民営化や施設使用料の見直しなど

申し上げまして、新年のご挨拶といたします。
2014 年元旦

平成 26 年度ＩＩＡ総会・懇親会のお知らせ
日時： 4 月 26 日（土） 10:30～
場所： 勤労福祉センター大会議室（3 階）
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新年のご挨拶 IIA 会長 笹本 瞭
新年あけましておめでとうございます。
皆様には、清々しい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年の平成 25 年（2013 年）は、皆様の多大なご協力・ご支援により、仏のイッシー・
レ・ムリノー市公式団・市民団及びインドネシア・メダン市派遣青少年受入、米国・ガー
デナ市からの青少年受入れ、サバイバル日本語教室、インターナショナルディ等を成功裡
に開催することができましたことを心より感謝申し上げます。
また、「海外都市交流部会」及び「いちかわ国際交流部会」の各委員会及び「青年部会」の青年会、学生会、
「企画部会」の PR 委員会を始め、協力団体のバディーズ及び IVIS の皆様には、創意工夫を凝らした様々な活動
を通して、市民と在住外国人との交流活動を広く展開して、相互理解の一層の深化にご尽力頂きましたことを厚
く御礼申し上げます。
平成 26 年度（2014 年度）は、市川市青少年のガーデナ市派遣、楽山市青少年の受入、メダン市との相互訪問、
ローゼンハイム市訪問を始め、市との共催事業、協会主催事業のほか、各委員会の様々な事業が予定されており、
多忙な 1 年になることと存じます。是非とも皆様の新鮮な発想と豊かな創造力をもって、実りある国際交流活動
の更なる推進を心からお願い申し上げます。
本年 1 年の皆様のご健康、ご多幸と益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

防災講座 （市川市・I I A 共催）

ＡＥＤ体験実習

12 月 15 日(日)午

機管理室では外国人を対象にしたセミナーは初めてという

後、ＪＲ 市川駅北

ことで、外国人委員会が企画、進行を担当。当日の資料は

口の市川市男女共同

日本語、英語、中国語を用意し、個別に通訳をつけての対

参画センター研修室

応を行いました。その準備の甲斐あって、外国人参加者か

にて、「外国人・日

らは大変喜ばれました。またアンケートでは、「直接担当

本人のための防災セ

者から話が聞けて良かった！」「よくわかった。」と好評

ミナー」(市川市・

でした。
日本語ボランティア講師の方から、「教室にたくさん

IIA 共催)を開催し

の外国人が学んでいるが、外国人市民へのケアはどうなっ

ました。

最初に市川市危機管理室地域防災課職員によりパワー

ているのか？」との質問に対して、「これからなので、ご

ポイントを使って、災害の想定や家庭でできる備えなど詳

協力をお願いしたい」との回答。今後ますます働きかけが

しい話を聞きました。2011 年 3 月 11 日の東北大震災の後、

必要と痛感しました。
今回は参加者がスタッフを含め 30 名弱と集客に苦労

市川市も防災計画を見直し、現在は震度 5 弱の地震発生で
市の職員が配置され避難者への対応が行われること、防災

しました。特に外国の方が、もっと容易に参加できる機会

無線の聞き苦しさの改善を図っていること、来年度以降に

を作るための工夫や知恵が必要と反省しています。
先ずは、市川市が作成する市内の避難場所の見直しの

避難場所の見直しがされる予定があることなど、新しい情

タイミングにあわせて、外国人向けにローマ字表記のマッ

報を得ることができました。
後半は、市川西消防署員からＡＥＤ の説明を受け、代

プが作成されることを最重要課題としながら、外国人も日

表して中国出身の女性が通訳を通してＡＥＤ 体験を行い

本人も安心安全に暮らせるまちづくりの実現にむけて、関

ました。会場内には、防災備蓄用品の展示や「あなたの避

係者と力を合わせていきたいと思います。関心のある方は、

難場所を教えますコーナー」も併設。

どうぞ外国人委員会に登録してください！
(石原美佐子)

今回の防災セミナーの特徴は何と言っても、地域に
暮らす外国の方へも参加を呼びかけたことです！市川市危
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第４４回イングリッシュオープンセミナー （ Ｉ Ｖ Ｉ Ｓ）
IVIS のオープンセミナーが 12 月 8 日男女共同参

手を見つめたり、まして凝視するような態度は決し

画センターで 50 人余を集めて開催されました。

てみせてはいけません。暖かい眼差しで、常にあな

演者は Dashtestani さん。英国出身でオーストラ

たの味方であるとの雰囲気を作り、思いやりの心を

リア、中東で長く活躍し、現在は神田外語大学で英

込めて話を聴く。決して自分を優位な立場に置いた

語教育に携わる他、オンラインニュースの編集者と

素振りを取ったり、上から目線での

しても活躍しています。

を与えたりしてはいけません。

演題は「Mental Health:The challenge of

"アドバイス”

散歩をするのも良いし、昼寝をするのも良いでし

understanding psychological disorders」

ょう。相手と同じ立場に立って、一緒に問題を解決

以下要旨です。

していこうとの姿勢をとることも必要な場合がある

心の病は現代社会ではますます多くなってきてい

でしょう。しかし、悩んでいる人々の苦しみはそれ

ます。先進国だけの問題ではなく世界的規模での広

ぞれ一人ひとり異なるということを忘れてはいけま

がりを見せています。苦しんでいる人に如何に接す

せん。薬も万能ではありません。個々の人に最適な

るかは、それらの人々が抱えている問題は千差万別

治療を受けてもらうことが肝要です。専門の医療機

です。そのため共通の妙薬も治療もなく、百人百様

関や施設には豊富な資料、ノウハウ、設備があるの

です。

でそうした場所で、個々の人が最適な治療を受ける

しかし、どんな場合でも言えることは、苦しんで

ことが良策で

いる人に“頑張りなさい“と言う言葉をかけるのは

す。

禁句です。もう本人は十分頑張っています。相手の

（加藤 治之）

話をひたすら聞くことから始め、聞くに当たって相
熱心に討論に参加しました

市内在住留学生との交流 （青年部会）
私たち青年部会は、姉妹都市インドネシア共和国

び・発信することの

メダン市への青少年派遣事業・アメリカ合衆国ガー

重要性を感じました。

デナ市青少年の受け入れ事業への企画、運営への協

多くのことを改めて

力を行いました。

考えさせられる大変

さらに、今年度より初の試みとして、市内在住留

よい機会となりまし

学生との交流を始めました。勉強やアルバイトで追

た。

われている日々の留学生に、もっと市川を知っても

今年度感じたこと

らうため『参加者のオススメする市川の紹介』をテ

を活かし、留学生と

ーマに交流会を行いました。また、中国人留学生と

ともに、お互いの学

日本人学生会の『文化の教えあい、学びあい』とい

びの場となるような

うテーマのもと、中国京劇で使われるクマドリ作

交流会を作っていき

製・日本の年賀状の書き方を教えあう交流会を行い

たいと考えています。

ました。

（藤沼 春菜）

この交流会を通して、異文化交流・理解の楽しさ
や難しさを感じる一方、自国の文化についても学
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立派なクマドリの完成です

大使館訪問：フランス共和国 （イッシー・レ・ムリノー市委員会）
１２月６日、市川市国際交流課と合同でフランス大使館を訪問しました。
朝８時過ぎ市庁舎前から公用バスに乗り、総勢２９名は先ず千代田区二番町
にあるＪＩＣＡ（国際協力機構）に寄り、インドネシア国について話を聞き
ました。草の根技術協力では「上総掘り」の技術者を派遣してはどうかなど
具体的な意見も出、ＪＩＣＡ千葉デスクの存在も知ることができ、実りある
研修でした。
昼食は東京都庁舎の職員食堂でとった後、バスは銀杏並木が黄金に輝く都

さすがフランス大使館

心を走り抜け、南麻布にあるフランス大使館に到着しました。
フランス大使館は２００９年に新築されたモダンな石造りの建物です。入り口で身分証明書を提出してまでの
厳しいセキュリティーチェックをうけ、いよいよ邸内へ。ここからはカメラ撮影は禁止です。斜面を利用し建て
られた館は緩やかな石のスロープを昇っていく構造になっていました。エントランスまで右手に邸、左手は崖。
色彩やかな樹木や草花が埋め込まれていました。建物はブルーグリーンのガラス張りの屋根、そして青白赤のフ
ランス国旗が掲げられ、訪れる人の心を高揚させます。エントランスに到着すると、我々は研修室に通されまし
た。研修室は黒色の太いラインが印象的な壁になっていて、おしゃれで重厚なデザインです。研修室ではニコ
ラ・ラコット氏（今夏来市したイッシー市公式団・市民団の歓送会に、大使と一緒に出席された参事官）が美し
い生粋のフランス語で、日本語通訳を介してフランス国についての様々なレクチャーをして下さいました。フラ
ンスは日本と同じように文化、芸術、また歴史的にも政治的にも奥深い国柄です。産業やスポーツを通しても、
皆さんがよく知っていますし、大好きな製品や人物でお馴染みの国です。
あらためてフランスについての知識を広め、深めてみたいと思いました。イッシー市はそんな馴染み深い国の
一都市。これからパートナーシティとして市同士で互いに交流し、親睦を図ってまいります。また、来年の１０
月に高松で開催される自治体交流会議には、フランスからも出席の予定があり、イッシー市、市川市の出席が期
待されます。両市の交流の一環としてフランス大使館を訪問させていただきましたことを大変嬉しく誇らしく思
いました。

（田所みや子）

バスツアー 川越 （異文化交流・日本語教室委員会共催）
「秋晴れ」とはこの事か！と思うような 1 日。去る 11 月 24 日異
文化交流委員会、日本語教室委員会共催のバスツアー一行が埼玉
県川越市に出かけました。
出発は普段より早めの 9 時。というのも、大人気の観光地川越は
近年訪れる人も多く、ましてや紅葉の見頃を迎えて大変な人出と
か。朝の清々しい空気の中での散策がオススメ、と考えての早出
でした。それが大正解！蔵の町並みも民芸店、菓子店巡りも午前
快晴の中でパチリ

中だったおかげで少しだけゆっくり、のんびりできました。
今回のバスツアーには、11 カ国 40 人の外国人、スタッフ 10 人

が参加しての大所帯。家族連れあり、ひとり参加あり。また留学生や研修中の方あり、定住○○年のメンバーあ
り、と参加の形態もいろいろです。言葉は中国語、英語、そして日本語の説明でなんとかなるようでしたが、同
国の方を見つければ、そこはやっぱりお国の言葉がうれしくて。お昼ご飯はそれぞれに散策しながらの自由昼食
でした。
午後からは市内にある喜多院に移動しました。こちらは徳川幕府に縁の深い関東の名刹。将軍家光の誕生の間
やトイレ！春日の局のお化粧道具など江戸城から移築された建物を皆さん、興味深そうに見て回りました。そし
て何といっても圧巻は境内の紅葉！見事な赤に染まった紅葉、明るい黄色の銀杏、日本らしい風景の下で、みん
なで「厄除け団子」を食べました。わいわいと楽しく過ごすうちに、皆さん打ち解けて、言葉の違いを乗り越え
て大きな一つの家族になったような瞬間でした。

（村井 美和）
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バスツアー 御宿 （ローゼンハイム市委員会）
11 月 15 日に御宿へのバスツアーを催しました。
今回訪れた御宿歴史民俗資料館は、1991 年にドイツ・フランクフルトに在るシユトルベルベータ博物館と姉妹
館提携されています。この資料館の一角に、世界 70 カ国の教科書三万二千冊以上が収められた一般財団法人「五
倫文庫」があります。訪れた五倫文庫では、四名の理事の皆様の暖かい歓迎を受け、ドイツの童話「ぼうぼうあ
たま」の紙芝居公演を楽しく鑑賞しました。ドイツ語講座では今、ドイツの童話ー白雪姫ーもじゃもじゃ頭のペ
ータ(ぼうぼうあたま)等を読んでいるので、ちょうどよい機会でした。
次に、案内していただいた御宿小学校では、日独交流 150 周年記念植樹・ドイツ菩提樹を見学。ドイツの樹が
潮風にどのくらい抵抗力があるかと、御宿での成長を見守っていらした姿も印象に残っています。
昼食は美味しい海鮮料理を楽しみ、月の砂漠を散策し、圏央道・アクアライン経由で帰路につきました。海ほた
る辺りで見た、夕陽に映える富士山の美しい姿に感動しました。
ドイツの文化を学ぶ機会に恵まれた、いいツアーだったと思います。

（桑原 純子）

クリスマスパーティー （バディーズ）
12 月 6 日、バディーズのクリスマス会が行われました。オープ
ニングはフィリピンメンバーの 4 名と、日本人 1 名の５人がサンタ
クロース衣装で華やかなダンスを披露してくださり大いに盛り上げ
てくださいました。その後はクリスマスソングに合わせてみんなで
フラダンスを踊りました。歌詞の意味を手で表現しながら優雅なひ
と時となりました。体が温まった後は恒例のビンゴゲームです。１
位から３位は会で準備する秘密のプレゼント！これが毎年好評で用
意する側も、１位を狙う側も真剣です！そしてその他の商品は皆の
みてくれよりは、味！

持ち寄りプレゼントで、主婦らしい視点で集まった商品は洗剤やお
皿、文房具など実用的なもの。普通とは違うクリスマスプレゼント

ばかりでした！最後の仲間がやっと賞品を手にした後は・・・お待ちかねの食事会です。バディーズは主婦の集まりですから、
言わば料理のプロ集団！手作りの１品持ち寄りの料理は、どれもこれも本当に美味しいのです！タイ、中国、台湾、フィリピ
ン、日本の料理とデザートは・・・なかなか全部を試せないのが残念。今年はタイのテーブルに珍しいカエルの姿フライ？
が・・・キャーと目を覆う人あれば、興味津々でパリパリと食べる人！ちなみに味は薄い塩味、さかなの骨せんべいの様な味
だったかな。新年も色々な催しを楽しみましょう。新規の仲間募集中です。是非一度遊びにきてくださいね。（山本 純子）

クリスマス 折り紙教室 （ガーデナ市委員会）
クリスマスも間近な１２月２０日、小さなお子さんも交えて、皆でサン
タクロースとギフトバッグの折り紙を作りました。
今回の講師は東菅野に在住の豊田龍蔵さんで９５歳の年齢にもかかわら
ず、その手さばきに一同感心しました。お陰さまで、たくさんの折り紙を
完成、孫のプレゼントに加えたいと大喜びでした。
プレゼントをたくさん背負った
サンタクロース
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（山本 怜）

中国四川省楽山市 「楽山大仏旅遊文化節」訪問記（楽山市委員会）
2013 年 10 月 29 日(火)から 11 月 2 日(土)まで､中国四川省楽山市の楽山大仏を彫り始
めて 1300 年を祝うお祭りに行ってきました｡協会の笹本会長を始め一行は 3 人です｡
29 日は朝 9 時ごろ成田を出発､楽山市に着いたのは 18:30 頃(日本時間で 19:30)｡昔
に比べ近くなったとは言われていますが､やはり遠いというのが第一印象です｡
翌日は､市内から 40 分ぐらいにある、沙湾区の郭沫若旧居と記念館に行きました｡当
時の大きな立派な商家が残っており､裕福な家だったことが良くわかります｡郭沫若氏
は 1892(明治 25)に生誕し 1978(昭和 53)に没しています｡旧居の裏には広大な記念公園
と､その中に郭沫若氏の一生を詳しく紹介する立派な記念館が建っています｡どちらも
一昨年完成し､お披露目に招待の話がありましたが､日中関係が急速に悪くなり、訪中
を取りやめた経緯があります｡

楽山大仏

午後は楽山市に戻り､今回のﾒｲﾝｲﾍﾞﾝﾄである楽山大仏祭に参加しました｡楽山にある
各大学の学生を中心とした民間だけの歌と踊りの祭典､それも大がかりな舞台装置と大音響の音楽が延々と続き､
大勢の市民が熱心に見入っていました｡
翌日は船に乗って､断崖絶壁にある世界遺産の楽山大仏を岷江という川の上から見ました｡本当に断崖絶壁に彫
ってあります。昔、流れの速いこの川で遭難した人々を弔うために､唐の開元初年(713 年)から三代にわたり 90
年かけてこの石刻弥勒仏坐像を彫ったそうです｡中国の人はほんとに気宇壮大です｡大仏の前では記念の法会が催
され､大勢のお坊さんたちの読経がスピーカーを通じて大音饗で聞こえていました｡
その後､師範学院の日本語学科の学生との交流や､中国琴とお茶の先生との民間交流もあって､中身の濃い充実し
た楽山市訪問でした｡

（逸見 総一郎）

中国上海博物館絵画展観賞記 （楽山市委員会）
楽山市委員会では毎月の活動の一環として、上野の東京国立博物館で開催されていた特別展「上海博物館 中
国絵画の至宝」に行ってきました。
宋、元から明、清代に至る約 1000 年の中国絵画を代表する名画が揃っていました。国宝級の一級文物 18 点も
あって、文人画といわれる中国山水画の結晶でした。
同時に開かれていた特別展「京都 洛中洛外図と障壁画の美」。これは室町から江戸時代にかけて描かれた風
俗画「洛中洛外図屏風」7 件すべてを見せる見ごたえのある展覧会です。さらに「清時代の書：碑学派」も併せ
て観賞し、美術の秋を堪能する一日となりました。

（逸見 総一郎）

シリーズ（３回）： ボランティア日本語教室紹介 （日本語教室委員会）
前回は学習者が初めて日本語教室を訪問し、簡単な名詞文の日本語で自己紹介をするというところを説明しまし
た。また、言葉のつながりによって読み方が変わってくる助詞の奇々怪々な使い方を学習者の疑問を交えて説明
しました。
■どっちが保護者？
日本語教室「こんにちは」にある日、親子連れが来ました。
夫が日本で働く主婦と、その子供です。小学校に通学している子供はすでに日本語ができ、母親の入学手続きを
手伝っていました。おそらく同時期に来日したと思われますが・・・
子供の適応力に脱帽です。この母親は子供を一人で留守番させられず、連れてきたとのことです。この子供は、
学習する母親のそばでおとなしく遊んでいました。
■形容詞、動詞の活用
日本語教室の授業は会話の幅を広げるために形容詞文、動詞文へと徐々に進んでいきます。ここで厄介なのは、
これらの文章の中で使われる形容詞、動詞には使い方によって複雑に変化をする活用形があります。私たちが学
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んだ学校文法では動詞は５段、下１段、上１段、カ変、サ変に分類されそれぞれ連用形、命令形等で変化します。
それでは日本語教室の動詞の活用はどうでしょうか。
① 動詞は活用形の変化によりグループ１、グループ２、グループ３に分類されます
② さらに動詞はグループごとに「ますー形」「てー形」「ないー形」「辞書―形」「たー形」の 5 つの活用形
があります。
動詞のグループ分けはまず動詞を「ますー形」で発音して「ます」の直前の母音がⅰの場合ほとんどがグループ
１に属します。（一部、グループ２の動詞もありますが）
例：書きます ka ki masu この場合 masu の直前の母音はⅰです。
またグループ３は「します」、「きます」だけです。
以上の活用形の詳細については紙面の関係で省略します。
■ここが踏ん張りどころ
初回で説明した通り、IIA 日本語教室の学習者は留学生等の学校型学習者とは異なります。週１回の教室で
どうしても都合が悪ければ欠席し、予習、復習の時間も十分ではありません。以前の学習者でインド料理のコッ
クさんには時々行徳駅前で会います。「教室にまたいらっしゃい」と声をかけますがにこにこしながら「忙しい
のでチョット」と逃げてしまいます。「みんなの日本語」の１４課ぐらいから動詞の活用等で覚えなければなら
ない項目が急に増えてきます。多くの学習者にとってここが踏ん張りどころです。いかにわかりやすく魅力ある
授業にするか、私たちボランティア教師の力量が問われてます。（IIA 日本語教室「こんにちは」加澤 和三）

法人会員紹介（第１５回）：在日本大韓民国民団市川・浦安支部
私たちの団体は正式には在日本大韓民国民団市川・浦安支部といいます。千
葉県内に八つの支部があり、民団市川・浦安支部は文字どおり、市川市と浦安
市を管轄としています。市川市に韓国・朝鮮籍の人が約 1.590 名、浦安市には
580 名ほどが居住しています。
主な活動は団員同士の相互扶助を基本としています。その他に外国籍である
私たちは出生、結婚、死亡などの届けなど地域の役所ばかりではなく、韓国の
役場にも届け出をしなければならないため、戸籍整理や旅券申請など各種申請、
勉強会風景

翻訳などの業務も行っています。
また、私たちの大部分は戦前戦後を通して日本に定住していることから、地域

住民として地域社会への貢献や国際親善交流活動なども私たちの重要な活動のひとつです。
今までにもインターナショナルデーの参加をはじめ、市川サッカー協会からの依頼による韓国少年サッカーチー
ムの招請と親善試合、国際交流野遊会、市川市民まつりへの参加、韓国語教室、韓国料理教室の開講、通訳活動、
その他にも各種講演会、文化芸術活動など様々なことを行って来ました。今後とも地域住民の一員として共栄共
生社会を目指し、地域社会の発展のために積極的に活動をおこなっていきたいと思いますので、私たちにお役に
たつようなことがありましたら、是非、国際交流協会を通してお知らせ下されば幸いです。
在日本大韓民国民団市川・浦安支部 団 長 金 萬 石

イベント情報 1 月～３月
◆IIA こども日本語教室

ばしょ：

たくさんのともだちが土曜日のおやすみの日にも、たのし

さんかできる人： 小学生、中学生

くにほん語を習っています。べんきょうだけでなく、ゲー

ひよう：

ムもしながらみんなでなかよく。

市川日本語学院 市川市南八幡 5-10-5
500 円（はじめてのとき）
100 円（まいかい）

ひにちとじかん： ふつうは第２、４土曜日 10:00～12:00

いっしょに勉強したい人、でんわしてください.

(こんごの予定 1 月 25 日、2 月 8 日、2 月 22 日、3 月 8 日、

田代（たしろ） Tel： 090-3090-6592

3 月 22 日)

村井（むらい） Tel： 047-379-3737
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◆中国語教室 （楽山市委員会）

◆中国語研究会 （通訳・翻訳委員会）

日時：

日時：

1 月 14 日(火) 14:00～16:00
2 月 18 日(火) 14:00～16:00

場所：

1 月 26 日（日） 13:30～15:30
3 月 23 日（日） 13:30～15:30

3 月 11 日(火) 14:00～16:00

場所：

八幡市民談話室

八幡市民談話室・集会室

問い合わせ：

栗田 Tel 047-323-3041(夜間）

新会員歓迎
◆「ヨガ」

（バデイーズ）

日時：

1 月 17 日(金) 10:00～12:00

◆ちびっこ餅つき大会（異文化交流委員会）

場所：

駅南公民館

こじんまりと、でも元気にお餅をついて、食べよう。イン

持ち物：

飲み物、タオル

ターナショナルデイで覚えた「世界のお祭り」の歌を歌い

＊動きやすい服装でお越しください

ながら。災害にも備えようね。

山本 Tel 047-332-6570

日時：

2 月 2 日（日）10:00～13:30

場所：

新浜小学校

◆全体会議 （ローゼンハイム市委員会）

会費：

100 円

日時:

1 月 24 日(金)

問い合わせ：

村井 Tel: 047-379-3737

懇親会

13:15～15:50

ドイツ語講座

16:00～17:30

◆タイ料理 （バディーズ）

場所:

市民談話室 5 階 第 4 研修室昼食・

日時：

2 月 7 日（金）10:00～13:00

場所：

駅南公民館

費用：

600 円(予定）

持参：

エプロン、三角巾、布巾

申し込み先：

山本 Tel： 047-332-6570

連絡：

12:00～ 13:00

◆フランス語講座 （イッシー・レ・ムリノー市委員会）
日時：

1 月 2５日（土）14:45～

場所：

八幡市民談話室集会室１

費用：

５００円

◆お茶・着付け体験 （バディーズ）

問い合わせ：

IIA 事務局 Fax: 332-0100

日時：

10:00～12::00

e-mail: info@iia21.jp
◆新春フランスのお茶会（ホームステイ・ホームビジッ
ト委員会）
フランス文化のお話を聞きながらゆっくりお茶してみませ
んか
日時：

1 月 25 日（土）10:00～13:00

場所：

八幡市民談話室集会室 4（5 階）

講師：

福上泰子さん

定員：

30 名

会費：

600 円(お茶とお菓子代）

持参品：

マイカップ

申し込み先：

野口 Tel: 047-339-6430

2 月 12 日（水）、3 月 12 日（水）

場所：

男女共同参画センター

対象：

外国人の方および付き添いの日本人

費用：

300 円

申し込み先：

加藤 Tel： 047-332-7855)

◆料理講習会 （バディーズ）
日時：

3 月 7 日（金）10:00～13:00 （予定）

場所：

市川公民館

持参：

エプロン、三角巾、布巾

申し込み先：

山本 Tel： 047-332-6570

◆全体会議 （ホームステイ・ホームビジット委員会）
日時：

3 月 9 日（日）13:30～15:30

場所：

八幡市民談話室 集会室 4（5 階）

市川市在住外国人登録者数および上位 10 ヵ国の人数 2013 年 11 月 30 日現在 （
）内は前年同月数
① 中国
5,024(5,114)
② 韓国・朝鮮 1,468(1,535)
③ フィリピン 1,320(1,313)
④ ネパール
⑤ インド
405 (519)
⑥ タイ
402 （402)
⑦ ベトナム
276 (195)
⑧ ペルー
⑨ 米国
224 (245)
⑩ 台湾
177 (‐)
総計
96 ヵ国 11,526 人 （96 ヵ国 11,588 人） 市川市総人口 469,517 人 （469,195 人 )
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435(344)
231(256)

