
 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

 

                

                                            

       

 

1994年2月に初代会長となる村上真紀さんの提唱で発足したIVIS（Ichikawa Volunteer Interpreters’ Society）が今

年めでたく20周年を迎え、70人あまりを集めて盛大な記念パーティーが開催されました。 

外国人の多い市川という土地柄、保育園その他教育機関、医療機関などでの通訳の需要が多く、好きな英語でお手伝

いできることを喜びとしてきました。  

1995年より市川市国際交流課委託による外国人相談窓口を開設。また1997年にはTelephone Guideを開始し、日本語

でのコミュニケーションが困難な市民の方々に英語を通して少しでもお役に立てればと努力してまいりました。その後、

ガイドは時勢に合わせHPに移行しました。 

その年、半年余を掛けてアジア交流研究所の依頼により、スリ

ランカの子供におくる絵本百冊をメンバーが手分けして翻訳した

り、WHO健康都市連合国際大会での通訳をしてまいりました。メ

ンバーにとっては懐かしい思い出となっていますが、これらが社

会貢献の一助となっていることを願っています。 

 また英語力の向上を目指して、週一・ニ回の勉強会を持ち、時

にいろいろ異なる国からの外国人をお招きし、多様な英語に耳を

慣らしています。その他、年一回課外授業（？）として古い歴史

と文化の鎌倉や先進科学、技術を誇る筑波などを訪れる小さな旅

も楽しんでいます。もちろん、車内、観光地では英語が「公用

語」です。この度の記念パーティーではお世話になっている市川市、国際交流協会関係の皆様の他、インド、フィリピ

ン、アメリカ、イギリス、ジャマイカ、スイス出身の外国人の方々に参加頂き、ショートスピーチをしていただきまし

た。続いてIVISの精神を彷彿させる「花は咲く」と「It’s a small world」の大合唱、そしてIVIS48によるヘビーローテ

ーションのダンスもパーティーに彩りを添えました。最後のサプライズは麻生国際交流課長から金メダルの授与。会場

には割れんばかりの拍手が沸き起こり、笑いと暖かい空気に包まれました。折しもオリンピックたけなわの今、ソチな

らぬコッチでも金メダルが授与されようとは！ 

これを励みに次なる金メダルを目指して一同頑張ります。                  （村上 幸子） 

市川市国際交流協会（隔月刊） 

I.I.A.ホームページ www.iia21.jp 

e-mail:info@iia21.jp 

編集発行：市川市国際交流協会 PR委員会 

発行責任者：篠原 剛 

〒272-0021 市川市八幡 2-4-8 八幡市民談話室 

Tel 047(332)0100  Fax 047(332)0101 

コンテンツ 

■  IVIS創立 20周年記念パーティー・・・・・・・・1    ■餅つき大会 ローゼンハイム市委員会全体会議報告・ 4 

■ 異文化国際理解の芽・・・・・・・・・・・・・ 2    ■フランスのお茶会 ガーデナ市派遣 高校生募集・・ 5 

■ IIA総会・親睦会のお知らせ・・・・・・・・・  2    ■インドネシア大使館訪問 在住外国人登録者数・・・ 6 

■ 春節を祝う横浜中華街訪問・・・・・・・・・・ 2    ■ボランティア日本語教室紹介（4） 寄稿文・・・・・7 

■ タイ料理教室・・・・・・・・・・・・・・・・ 3    ■講演会 「現代アメリカ事情」 編集後記・・・・・ 8 

■ IIA年会費納入のお願い 新入会員の紹介・・・  3 

 

  ICHIKAWA INTERNATIONAL EXCHANGE ASSOCIATION NEWS   - NO.48 Mar.11th   2014 

I  I  A  ニュース 
 

 

1 

IVISメンバー勢揃い 

http://www.iia21.jp/


 

                                  

         異文化交流委員会             

ある日あなたの教室に、明るい笑顔で

「ボンジュール！」 「オラ！」「アッ

サラームアレイクム」と外国の人がやっ

てきました。ビックリしながらも挨拶を

返すと、今度はちょっとたどたどしい日

本語で自分の国のことをいろいろ話して

くれました。 

質問にも一生懸命答えてくれました。 

すっかり仲良くなって一緒に給食を食

べながら、学校のこと、食べ物のこと、スポーツのことな

どおしゃべりをして、別れる時にはフランス語、ポルトガ

ル語、英語やウルドウ語で「さよなら」を教えてもらいま

した。少しだけフランスが、ブラジルが、パキスタンがわ

かった気がして、おうちに帰ってお母さんに言いました。

「今日、学校で外国の人とお友達になったよ！」と。 

12月7日菅野小学校4年生3クラスでは、こんなステ

キな授業が行われました。 

当日はオープンスクールということで、

多くのご父兄が参観され、お母様方からも

「へえ」「知らなかったわ」などと驚きの

声が。子供達と一緒に授業を楽しんでくだ

さったようでした。 

  国際理解教育は総合学習のテーマの一

つとして2000年度から多くの学校で行わ

れています。異文化交流委員会ではこうし

た「小さな国際人を育てる」事業に積極的

に取り組んでいます。 

 国際理解といっても切り口は様々です。子供たちの興味

や関心に応えられるように目で見てわかる資料を用意した

り、時にはスリランカの紅茶を味わったり、ペルーの楽器

を聞かせたり。国と国との関係はさておき、まずは共に市

川という街に一緒に住む仲間として、お互いの文化や習慣

を尊重し、違いを乗り越えて友達になる、そんな国際交流

の芽を大事に育てていきたいと願っています。 

（村井 美和） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春節を祝うこの好日、2月1日(土)は快晴に恵まれまし

た。JR市川駅改札口に午前11時集合、総勢6名で出発、

約１時間で横浜中華街朝陽門に到着。いつもの通りの大混

雑で人を掻き分け、またまた、人を避けながら、お祝いで

賑わう街中を進みました。まずは、昼食を摂るべく飲茶の

店で、いろいろと食べたり、飲んだり！大変美味しく楽し

みました。3時30分から山下公園へ移動して、特設ステ

ージでの舞踏・雑技・獅子舞などを見学しました。その後、

関帝廟にお参りをして解散となりました。この日の天候は

あまり寒くもなく、楽しい１日でした。 

（大川原 常雄） 

 

 

 

 

          

 

 

            

楽山市委員会 

 

 

 

平成26年度IIA国際交流協会総会が下記の通り開催されます。 

日時  4月26日（土） 10：30～（予定） 

場所  市川市勤労福祉センター大会議室（3Ｆ） 

この総会は日ごろ、各委員会、グループで活動されている会員の方々が一堂に集まり、国際交流の輪を広げる 

集いです。総会議事の後、講演会、交流会も予定しておりますので皆さんお誘い合わせの上ご出席ください。 
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11：30  特別講演 大久保 博 市長   

12：45  懇親会 

学校で外国の人とお友達になったよ 

特設ステージでのアトラクション 

 



 

 

 

 

今回のタイ料理教室もとっても良かったと思います。 

今までのうちで、一番いい感じだと思いました。 

「ゲーンデーンレッドカレー」は、ココナッツミルクで

マイルドな辛さ。スパイスの風味や具材の味がしっかりル

ーに出ていて、とても美味しかったです。揚げ春巻きもカ

ラッとして甘辛チリソースをつけると、とってもやみつき

になる味でした。「トゥアキャオトムナムタン」も冬の季

節にピッタリなデザートでした。 

日本や中国の方たちにも美味しく食べてもらえて、嬉し

かったです。 

                （反町クワンジット） 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

バディーズ 

 

タイ料理教室はバディーズでも人気のお料理講習。市販

のペーストを使って簡単にできるカレーは、家でも作って

みたくなる美味しさでした。 

驚くほどの量のにんにくを使い、お肉たっぷりの春巻き

はとってもボリューミー。小さな緑色の豆のデザートは、

ちょうど日本のお汁粉のような感じです。 

今回は国ごとに分かれてしまわないよう、予め割り振っ

たテーブルでの活動となりましたが、いつもとは違うメン

バーで作業や食事ができ好評でした。来年度もまた楽しい

企画で活動していきたいと思います。 

（狭川 章子） 

 

 

ガ＝ガーデナ 楽＝楽山 メ＝メダン ロ＝ローゼンハイム イ＝イッシー   

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  

委員会略称 
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IIAは会員の皆さんからの貴重な年会費で運営されています。 

新年度の会費納入を宜しくお願い致します。 

個人会員      2,000円      外国人会員      1,000円 

学生        1,000円      団体・法人(1口以上) 10,000円 /口 

１）同封の振込用紙で振込まれるか ２）総会会場でお支払いいただくか ３）IIA事務局でお支払い 

頂けると幸いです。 

 

 

 

一生懸命タイ料理に

チャレンジ！！ 

 

氏名（敬称略） 国籍 
性

別 
希望委員会 趣味・特技など 

田所
タドコロ

 寿史
ヒサシ

 日本 男 イ   

小林
コバヤシ

 正志
マサシ

 〝  男 ロ 異   

井上
イノウエ

 孝枝
タカエ

 〝  女 イ パッチワーク コーラス 

岡野谷
オカノヤ

純一
ジュンイチ

 〝  男 ガ 楽 メ ロ 電信級アマチュア無線技士 

山口
ヤマグチ

 雅史
マサシ

 〝  男 異 外 スポーツ 

 



 

 

 

 

 

2月2日、新浜小学校で「にほんの伝統行事を楽しむ：

おもちつき」を開催しました。暖かいながらも雨模様。で

も100人もの仲間が駆けつけてくれました。近所に住む異

文化メンバーがうす、きねを準備し、もち米もふかして学

校まで持ってきてくれました。 

麻生国際交流課長も交えて、というか大活躍の中、みん

なで20kgのもち米をつきあげました。味付けは台湾風黄

な粉ピーナッツ、タイ風緑豆しるこ、メキシコ風サルサソ

ース、和風の磯辺、からみ餅。そしてお汁粉も。みな大満

足で2回、3回とおかわりしました。 

お腹がいっぱいになり食休み後、防災グッズ競争。 

ヘルメットチームと防災頭巾チーム、二手に分かれてリ

レー形式で20メートル先に置いてある防災グッズを取っ

てきます。でもその中には貯金箱やぬいぐるみなど、不必

要なものも置いてあります。緊急避難に必要なものを取っ

てくると得点になり、ヘルメットチームの勝ち。賞品は翌

日の節分用の豆を貰いました。 

                          

 

 

 

 

1月24日（金）午後12時～１時談話室4階会議にて 

28名参加。 

市川市国際交流協会から笹本会長、成田副会長。 

市川市から国際交流課課長、ローゼンハイム市担当職員

の方々をお迎えして開かれました。最初に薮田委員長の挨

拶があり、その中で10年前に初めてローゼンハイム市を

訪れた時の印象を話されました。最初は相手に馴染めず、

何度かの交流を重ねる中でお互いに親しみが増したという

事でした。当時の皆さんの努力は大変だったことでしょう。 

続いて笹本会長よりなぜローゼンハム市を選んだかとの

説明が有りました。 

 

 

異文化交流委員会 

 

 

次は防災倉庫ツアー。その中には災害用に備蓄してある

食料や毛布、外国人のための７カ国語の翻訳キットなどが

ありました。言葉がわからなくて困る外国人が、少しでも

安心できるようにと。万が一の時、みなさんもぜひこれら

を活用してください。 

部屋に戻って防災クイズ。家で、道路で、スーパーで、

海で地震にあったら先ずどうしますか。12問全問正解し

たひともいました。パチ、パチ、パチ。これで少しは地震

にも備えられます。 

そして最後は、昨年のサバイバル日本語教室で生徒たち

が作った世界のお祭りソング。フィリピンの、チリの、米

国の、タイの、ペルーの、中国の、そして日本のお祭りを

ビビデバビデブの曲にのせて大合唱。みんな自国の祭りを

誇らしげに大声で歌いました。 

今回はお餅つきを楽しみながら防災を学ぶ、という欲張

りな企画でした。参加者のインドネシア出身の女性は「災

害が発生したら、学校に避難することや、そこに何がある

かよくわかった。参加して良かった」と話してくれました。 

        （篠原 剛） 

    

 

  

  

麻生交流課長が市役所建て替えを説明、職員より25年

度の事業報告などがありました。その後、意見交換が有り

友好記念の植樹がある大洲防災公園のバラ園の手入れを委

員会で出来ないかとの提案が有り、皆さんの賛成で行うこ

とを決めました。 

懇親会は場所を本八幡駅近くに移し食事をしながら楽し

い時間を過ごしました。 

夕方4時からは談話室に会場を移し、杉原先生のドイツ

語講座が有り、この日は盛り沢山の時間を過ごしました。                                                              

 

（後関 正） 
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ホームステイ・ビジット委員会では、1月25日（土）

市民談話室に福上泰子先生をお招きして、「フランスのお

茶会」を開きました。福上先生は、海外生活を長い間経験

され、以前はホームステイ・ビジット委員会の委員長もな

されていました。 

フランスのお茶をいただく前に、先生からフランスのお

茶にまつわるお話を聞きました。 

ティータイムは世界中どこでも行われていますが、フラ

ンスでは特に優雅さを重視します。イギリスのように決ま

り事やマナーに縛られない気軽なお茶会です。イギリスよ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームステイ・ビジット委員会 

 

りも先にお茶をたしなんでいたフランスでは、香りを楽し

むフレーバーティーが好まれ、ベルガモット、ジャスミン、

バラ、オレンジの花などが香り付けに使われていました。 

 チョコレートは、スペインの王女がフランスのルイ13

世に嫁ぐときに持参し宮廷の貴族たちに大流行しました。

ルイ13世は、チョコレートのために政略結婚をしたとい

う人までいるそうです。チョコレートを飲む習慣は今も続

いています。 

ティーに合うお菓子は、ゴーフル、ベニエ（あげ菓子）、

クグロフ（パン）、クロックムッシュ、マカロンなどです。 

ほとんどが手でつまめるお菓子なのでケーキ皿は使いま

せん。塩気のあるものも一緒に用意します。 

現代のフランスも共働きの人が増えて、お茶会は少なく

なったということでした。この日は、日本の緑茶に香り付

けをしたティーをいただきました。とてもいい香りがして、

心が癒されました。 

 この会の開催につきましては、ホームページに掲載した

効果があって、一般の方など、30名の方が参加されまし

た。とても楽しい一日となりました。 

（永長 剛）                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

市川市の姉妹都市であるガーデナ市の一般家庭にホームステイしながら、現地青少年との交流、アメリカの文

化・習慣の体験、日本文化の紹介を行い、青少年の国際的見識を広めることを目的に、以下の要領で高校生を募

集します。 

市川市・市川市国際交流協会共催 

派遣日程：平成26年7月28日（月）～8月6日（水） 

定員: 9名 

参加者負担額：往復航空運賃および近郊都市１泊研修費用を含む実費 

募集説明会 日時 ： 平成26年3月22日（土）午後6時30分～8時30分 

場所： 八幡市民談話室 5階 集会室4 

応募資格 

＊市川市民で、派遣時に高校在学中の者 (在学校は、市内外を問いません) 

＊本市の青少年代表としてふさわしい行動のできる者 

＊派遣終了後も、国際交流協会の事業及び青少年活動に関心を持ち、国際交流協会の会員として、積極的に国際

交流協会の事業に参加・協力出来る者 

＊本年度以降、海外都市からの派遣青少年受入れの際に、ホームステイ受入れ事業等に協力できる者 

＊今までに姉妹友好都市へ派遣されたことのない者 

＊健康状態が良好で、団体行動に耐えられる者 

問い合わせ：IIA事務局 Tel:332-0100 

 

  

香りを楽しむ気軽なフランスのお茶会 

 

Tel:332-0100


 

 

 

 

 

メダン市委員会では、市川市国際交流課の手配で念願

のインドネシア共和国大使館訪問を実現することができま

した。1月 30日（木）、目黒駅に集合した参加者 25名は、

徒歩で15分の大使館に到着しました。通された2階の本

格的な会議室には、飲み物やスナック、インドネシアの紹

介資料、現大統領ユドヨノ氏の主義主張を記した「なせば

なる！ユドヨノ流リーダーシップ学」なる単行本も準備さ

れていました。 

一行を迎えてくれたのは、ヘルヤナ参事官始め、各部署

の担当書記官達でした。ヘルヤナ氏の歓迎の挨拶、市から

麻生国際交流課長の挨拶に続き、ＩＩＡ参加者の自己紹介

となりました。名前と簡単な挨拶と思いきや、皆さん過去

の体験や、インドネシアへの熱い思いを語りだしました。

メダンを訪問した方も多く、現地での思い出、公式行事の

写真の紹介、メダンからの青少年を迎え、楽しく過ごした

時間など、話はつきません。今年は市川、メダン、姉妹都

市締結25周年の節目にあたることを麻生課長から告げる

と、大使館からは「25周年を祝します。ますますの友好

を願っています」との言葉がありました。 

続いて、メダン市委員会高栖委員長からお礼の挨拶と、

東山魁夷画伯の絵画と市川のお菓子の贈呈がありました。

答礼として、大使館からは記念の盾をいただきました。 

大使館で用意していただいたインドネシア料理のお弁当

をいただきながら、担当書記官の方々からインドネシアの

基本情報、政治、経済、文化などの話を聴きました。 

 

 

 

 

 

メダン市委員会 

 

やはり、日本との経済交流を最も重視しているようで、

2013 年には日本からの投資額は世界一となったとのこと、

市川市との経済交流も期待していて、パームオイル（ヤシ

油）、スマトラオレンジなどの輸出などができないかと思

案しているとのことです。 

昼食をとりながらの自由なデイスカッションのあと、

一行は大使館からほど近い東京インドネシア共和国学校を

訪問しました。学校に着くやいなや、生徒たちの合唱での

出迎えにびっくり。体育館では壇上にインドネシアの建築

を再現したセットが飾られ、生徒たちのブンチャクシラッ

トと呼ばれる空手風の実演を見学しました。校長のスパル

ド氏からも歓迎の挨拶を受け、教室など校内を見学しまし

た。この学校は1962年に設立され、大使館外交官の子弟

や、日本在住のインドネシア人の家庭の子供達（小学生～

中学生）約80人が在籍しています。 

            

授業は日本語とインドネシア語の両方で行われ、生徒た 

ちはほとんど日本語が話せます。皆、元気で明るく、一生

懸命歓迎しようとする姿勢に感激しました。 

最後に体育館に戻り、一行からの手作りのプレゼントを

渡し、合唱をして別れを惜しみました。 

 「こんなに歓迎してくれる大使館て他にあった？」との

声がでるほど、本当に良くしていただきました。改めて、

日本とインドネシア、市川とメダンの一層の友好を期する

訪問となりました。                   

            （PR委員会 山本 怜） 

 

 

 

① 中国 5,037(4,992) ② 韓国 1,394(1,405) ③ フィリピン 1,320(1,293) ④ ネパール 452(357) 

⑤ タイ 402(388) ⑥ インド  387(459) ⑦ ベトナム 302(203) ⑧ ペルー 224(243) 

⑨ 米国 212(230) ⑩ 台湾 183( --) 
 

      

総計 96ヶ国 11,574人 （94ヶ国 11,286人）  市川市総人口 469,308人 （468,442人 ） 

市川市在住外国人登録者数および上位10ヵ国の人数 2014年1月31日現在 （   ）内は前年同月数 
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ヘルヤナ参事官のプレゼン 

参加者全員で 



 

 

 

 

 

 

●「書きます(KA KI MASU)」（グループ１） 

     かきます       

      いて ください （てー形のグレー部分） 

  文例  ひらがな を かいて ください  

 

●「食べます(TA BE MASU)」（グループ２） 

   たべます       

     る まえに  （辞書―形のグレー部分） 

  文例  ごはん を たべる まえに 

     て を あらいます  

                      

 

 

 

 

 

武漢とは 

 武漢は、中国の丁度真ん中、北京と香港を結ぶ縦の線と

上海と成都を結ぶ横の線のクロスするところに位置し、長

江と漢江の合流するところにあります。最近は上海や深圳

などの沿海部から内陸へと産業が移りつつあり、そのため、

成長著しい大都会です。古くからある鉄鋼の武漢鋼鉄に加

え、本田、日産などの自動車産業、それに最近では、光技

術などの先端技術産業も盛んになりつつあります。日本人

も三年前にきたときには300人と言われていたのですが、

現在は600人とも800人とも言われています。地下鉄と高

速道路の建設が急速に行われ、旧い家のスクラップアンド

ビルドがいたるところで行われています。今が伝統的な旧

い家を見る最後のチャンスのように思います。 

江漢大学の生活 

 江漢大学は主に武漢市が出資する湖北省の公立の総合 

大学です。外国語学部には英語学科の他、フランス語 

学科と日本語学科がありますが、日本語学科は比較的 

新しく、今の四年生が三回目の卒業生となります。 

学生たちはみな真面目で優しく、先生方も好意的 

で、この大学に勤務できたのは大変ラッキーだったと 

思います。卒業生の半分位が日本の大学院等へ進学、 

残りの半分の内の多くが中国の日系企業に就職しました。 

毎日の生活は、この若い学生たちとの会話、それにとき 

どき一緒にピクニックや旅行もし、また大学も我々外国人

教師に気を使って、旅行や音楽会などのイベントを催して

くれます。 

 

 

       日本語教室委員会 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   （加澤 和三） 

 

 

 

 

 

 

日々活き活きと楽しく暮らすことができ、定年後にこの

ような生活ができるとは思ってもいませんでした。 

 日本語を通して相互理解を 

大気汚染は冬場になるとかなりひどくなってきています

が、日中関係の悪化については日常生活には全く影響があ

りません。ときどきどこの国から来たの？と聞かれること

がありますが、日本人だよと答えても、友達に日本人がい

るよとか、あれは国家間の話だからねとか言われたりして、

大体みんな親切な対応をしてくれます。 

 中国はいろいろ問題があっても深い文化のある重要な隣

国です。日本語を教えることで、お互いの理解を一人ひと

り積み重ねて行くことができれば幸いです。 

                  （高岡 博史） 

   

 

 

 

 

 

 

 日本語教室「こんにちは」でボランティア活動をしていた高岡氏から次のような原稿が寄せられましたので紹介します。 

 高岡氏は電機メーカーを退職後、第二の人生として、日本語教師の道を選び、現在、江漢大学で教鞭をとっていらっしゃいます。 

 

 

■動詞の活用（補足説明） 

前回は紙面の都合で動詞の活用の具体例を説明できませんでしたので活用表を添付して説明します。 
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ka ki masu  　       かき ます か い て か か ない か く か い た

ta be masu          たべ ます た べ て た べ ない た べ る た べ た

ki masu き ます き て こ ない く る き た

shi masu し ます し て し ない す る し た

グループ　Ⅲ

てー形 ないー形 辞書ー形 たー形ます

グループ　Ⅰ

～て下さい ～ないで下さい ことができます ～たことがあります

I   ます てー形 ないー形 辞書ー形 たー形

グループ　Ⅱ

e   ます てー形 ないー形 辞書ー形 たー形

～て、～て

活用
～たり、～たりします～ています

～ても良いです

～なければなりません

～なくても良いです

～まえに

～ことです

 

 

広々とした江漢大学キャンパス 

動詞の活用（抜粋） 

 



 

 

 

 

 ガーデナ市委員会主催の講演会「現代アメリカ事情」は、

２月７日(金)午後1時30分から八幡市民談話室で開催さ

れました。極寒にも拘らず会場いっぱいの聴講者をお迎え

して、本日の講師、邊牟木廣海（へむき ひろみ）氏のお

話が始まりました。邊牟木氏は1965年、客船で2週間か

けて初めて渡米、グレイハウンドバスの99日間有効のパ

スで全米を周られたそうです。これをきっかけに、その後

起業、米国商務省との直接契約による仕事、インデイアナ

州政府駐日代表など、アメリカ関係の仕事に従事、また政

治学博士として大学でも教鞭を取

られ、先ごろNPO異文化研究会を

立ち上げられました。IIA会員で

もあります。 

 講演内容は、国家・国土、民

俗・人種、宗教、政治、社会、教

育、国際関係と多岐にわたりまし

たが、経験とデータに基づいたお

話は、初めて知ることも多く、

「なるほど」と思わせました。 

現代アメリカを知るいくつかの事実を紹介します。 

 一般的に、アメリカ合衆国は、50のStates(国家)と1つ

の特別区（Washington, D.C.）から構成されているといわ

れています。ところが、実際には46のStatesと4つの

Commonwealths（国家）から構成されています。その4つと

は、ペンシルベニア、マサチューセッツ、バージニア、ケ

ンタッキーです。国土の面積は、日本の25倍で世界第3

位、人口は3億1千万人で世界第3位、年間90万人の移

民を世界中から受け入れて、人口は今も増え続けています。

人種では、白人の比率が50％強まで減り、ヒスパニック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガーデナ市委員会 

 

が22％と増えています。白人の中でもユダヤ人の影響力

が大きく、金融、法曹、学会、映画などの分野を席巻して

います。国民の95％が宗教を信じ、キリスト教徒が約

77％を占めています。歴代大統領の中で無宗教はエイブラ

ハム・リンカーン、アンドリュー・ジャクソン、ユリシー

ズ・グラント等だそうです。また、世界で一番古い成文憲

法を持つ国で、その憲法は27回も修正を重ねています。

憲法に規定されている大統領の定義で、主語が「He」とな

っており、「She」はないそうです。もし、ヒラリー・ク

リントンが大統領になったら憲法改正

が必要となります。 

 政治家の報酬は日本と比べたらとて

も低く、ニューハンプシャー州議会議

員の報酬は年間たったの100ドルとの

こと、ボランテイアに近いといえます。 

社会面では、表音文字社会であり、

正しい発音でないとまったく意味が通

じないこと、日本のような表意文字社

会では理解しがたいことです。銃規制、

死刑の廃止などは州ごとに異なり、州＝ひとつの国家とい

う思想はここでもうかがえます。 

また、医療費の高さも有名です。NY州の例では、初診

料が1.5万円～3万円、入院料が1日20万～30万円かかり

ます。学校では、授業の中に精神教育が必ず織り込まれ、

国家への忠誠を誓うことを教えます。 

コインに「In God We Trust」と印字されているのがその

象徴です。邊牟木さんのお話は汲めども尽きぬ泉のように

湧いてきます。今回は幅広くアメリカについて語っていた

だき、いわば基礎編でしたが、また機会があればテーマを

絞ってさらに興味深いお話を期待したいと感じました。 

                 （山本 怜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あっという間の新人委員長の一年でした。ここまでこられたのはPR委員の皆様、その

方々を送り出している出身母体の委員会のおかげです。 

自前、自前がモットーのPR委員会。記事の起稿はもとより、会報の作成から発行、ホームページの作成と維持管理。み

んな自前なのです。それから皆さん気がつきましたか。11月号のカラー版。これはインターナショナルデイの特集でした

が、編集後インターネット上のサイトにある印刷会社での印刷を試みました。いわゆる「ネット印刷」。コストは激安。

通常の1/3以下ですみました。 

こだわりの「自前会報」発行日の協会内はまるで戦場。最後の文章手直し後、印刷機がものすごい勢いで唸りを上げて

印刷し、刷り上がったまだ半乾きの会報を委員全員で封入し発送。 

でも自前なりに失敗もありました。その「ネット印刷」の裏は、紙がテカテカだったため、協会での追加の印刷ができ

ませんでした。HPもイベント情報欄がしばらくの間「ローゼンハイムし委員会」になっていました。 

ドタバタしながらも、大きな過ちは絶対せず、会員の皆様に協会の活動状況、イベントの案内をタイムリーにお届けで

きればと思っております。これからもよろしく応援してください。              PR委員長 篠原 剛 
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話題豊富な邊牟木先生の講演 


