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いま、行動の時 一緒に取り組もう防災対策
災害時外国人サポーター養成講座レポート

3月11日はあの未曾有の惨劇を引き起こした東日本大

震災から4年。まだあの時の津波の映像は目に焼き付い

ています。

当日、津波警報の中、その場に長くとどまり、津波に

おそわれた自動車教習所生。高い場所へと避難先に堤防

を選んだ結果、生徒の尊い命を失ってしまった小学校。

そのような中でもほとんど津波による生徒の犠牲者が

出なかった市がありました。釜石市です。「津波てんで

んこ」、「てんでんこ」とは各自のこと。海岸で大きな

揺れを感じたときは、津波が来るから肉親にもかまわず、

各自てんでんばらばらに一刻も早く高台に逃げて、自分

の命を守れと8年間にわたり訓練を続けてきました。(一

部産経ニュースから抜粋)

そして阪神淡路大震災から20年目に当たる1月17日と

翌週の24日には、千葉県主催、市川市とIIA共催の下、

災害時外国人サポーター養成講座が、アイリンクの会議

室と大洲防災公園に70名以上が参加し、2日間にわたり

開催されました。

釜石市に続けとばかりに、多くの参加者で熱気に包ま

れました。

次頁以下に養成講座の詳報を掲載します。

熱気一杯の災害時外国人サポーター養成講座
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災害が発生し、その被害が深刻であると判断されると

「災害対策本部」が設立されます。

同時に「多言語支援センター」(注）が立ち上がり、多

言語での外国人支援が開始されます。

しかし避難所生活が始まるとそこには外国人にとり、多

くの壁が立ちはだかります。

第一の壁は言葉。余震、避難勧告、避難指示など難解な

専門用語。簡単な言葉でも誤解は生まれます。「今日は電

車は“不通”です」と言われた外国人は“普通”に走って

いるのかと駅に行ってしまった。やさしい日本語、通訳が

必要です。

第二の壁は制度。住民登録、一旦帰国する際の再入国手

続、怪我を負ってしまったときの障害年金・・・。

そして第三の壁は心。外国人は避難所に入れませんと断っ

たとか、避難所の存在すら知らなかったなど。事前の訓練

が必要です。

われわれサポーターに期待される災害時の外国人支援は

１．多言語による情報提供：FMコミュニティーラジオ、情

報誌、ホームページ、ツイッターなど。

２．ボランティアによる避難所の巡回：定期巡回、ニーズ

の把握と情報提供

このような訓練を繰り返すことで、外国人自身が支援者

になれるくらいのレベルになってもらえれば、と話を締め

くくりました。
(注）：千葉県及び市川市では現在、設置規程は設けていません。

講師：市川市国際交流課 藤田俊雄副主幹

市川市の北部は関東ローム層の台地、中央部から南部は

沖積層の低地と多様なので、災害時は急傾斜地崩壊、建物

被害、地震火災、液状化、津波・高潮による浸水など被災

形態が色々異なります。

災害が発生した場合の対策は自助（自分の身は自分で守

る）、共助（隣近所や地域の皆で助け合う）、公助（行政

支援を待つ）があるが、その割合はおおよそ67%,30%,2%で、

生き残る為には先ずは自分たちで行動しなければなりませ

ん。ですから毎日の防災対策、訓練が大切です。

市川市防災会議が毎年地域防災計画を見直しており、災

害発生時は相互応援協定を自治体間と、民間企業との支援

協定を民間企業と締結しており、生活必需品、応急物資の

供給、職員の派遣、被災者の受け入れ、物資の輸送供給、

情報の発信などをお願いしています。

災害が発生すると、必要に応じて災害対策本部が 設置

され、小学校区防災拠点39箇所では市職員・地域・学校が

一体となって避難生活支援など応急対策活動を行います。

同時に災害ボランティアセンターが立ち上がり、避難所

の運営、食料等の配布、清掃、消毒作業を手伝います。

市とIIAとの協定では

１．市が設置する臨時市民相談室での外国人に対する相談

業務の通訳

２．避難所等での外国人に対する通訳

３．市川エフエム放送局・防災行政無線での外国語による

広報

などでご協力をお願いすることとなっています。

災害発生時には迅速に対応が取れるよう日ごろから、様々

な活動をお願いしますと話されました。

養成講座2日目（24日）は、先ず神奈川県立国際言語アカ

デミアの坂内泰子先生による「やさしい日本語」の説明で

す。ポイントは、普段使う言葉を使う。短い文で言い切る。

大事なことは最初に伝える。文化的な違いにより、説明を

加えたり、文言を省いたりする。話すときも書くときも臨

機応変の工夫をする。（ポーズ、ゆっくり、ふりがな、文

字以外のものの利用）やさしい日本語だけあって、とても

解り易い説明でした。

11時から4時までは実際の避難所訓練。想定は、1月21日

午前10時7分に東京湾北部を震源とするM7.3、最大震度6弱

の地震が発生した。市川市の倒壊家屋は全壊3,678棟、火

災15件、死亡331人、負傷者4,072人で避難所は84箇所に設

置し、避難者は47,000人。14号線は緊急車両のみ通行可、

その他の交通規制、道路損壊状況も報告されています。

JRは総武線、京葉線、武蔵野線で運転見合わせ、病院は

行徳総合病院・・・が開設されている。避難所でのゴミの

処分は、入浴方法と時間は、仮設住宅の申し込みは、無料

電話は、給水車の来る時間は、電気、水道は・・・・。

様々な情報、指示が飛んでくる中、それらをやさしい日

本語、英語、中国語に必要なものだけを翻訳し、整理し終

わったら、道路情報に従って安全に避難所に行く道を決定

し、避難所にいきます。そこには市内在住の外国人の方々

30人あまりがボランティアで避難者になり、前もって仕込

まれた不安、質問を持って待ち構えています。巡回者は市

からの情報を、やさしい日本語、英語、中国語、スペイン

語で避難者に伝えると同時に、不安などを聞き、解消に努

めます。

宿題はボランティアセンターに持ち帰り、後日対処法を

知らせます。

避難者役になっていただいた外国人の方々には、時間の

合間に三角巾、ＡＥＤによる救急救命処置、防災備蓄倉庫

の見学、災害時の防災公園の機能などを学びました。

実際に即したこのような避難所訓練を積み重ねることで、

万が一、甚大な災害が発生した場合、少しでもその被害を

減らし、安心して避難生活を送れるよう努めなければなら

ないとの思いを新たにしました。

避難所訓練 於：大洲防災公園

市川市における災害対策

阪神大震災20年という意義ある日に、千葉県主催の「災害時外国人サポーター養成講座」を市川市に於いて、開催する

ことを感謝いたします。市川市には、約12,000名の外国人が在住しています。当国際交流協会では、日本語教室委員会、

外国人委員会、異文化交流委員会等で災害についての研修を実施しています。

今回の講座で一人でも多くのサポーターが養成され、外国人が安心、安全に暮らせる様、願っております。

災害時に外国人が直面する課題 講 師 ： Ｎ Ｐ Ｏ 多 文 化 共 生 マ ネ ー ジ ャ ー 全 国 協 議 会 高 橋 伸 行 理 事

開会の挨拶 IIA副会長 成田 久江
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2015年度IIA総会・交流会開催のお知らせ

総会

日時： 4月11日（土）10:30～11:30

場所： 勤労福祉センター 市川市南八幡2-20-1

議題： 2014年度結果報告、2015年度事業計画

特別講演： 大久保博市川市長（11:30～12:30予定)

参加費： 無料

交流会

時間： 12:50～15:30（総会終了後）

参加費： 1,000円

国際色豊かなアトラクションもあります。

避難所訓練の感想 PR委員会委員長 篠原 剛

避難所が開設されるほどの災害が発生したときは、我々災害ボランティアも被災者。そ

んな状況下でいったい何ができるのでしょうか。

その疑問に応えてくれる講習会でした。実際に災害が発生し、具体的な被害状況が報告

される中でどのように被災者に援助ができるのか。

実際被災地で長い間その任にあたった高橋理事がその一例を示してくれました。座学で

は学べない、今まで経験した事のない貴重な体験でした。

この訓練をトリガーにして、多くのボランティアの仲間たちが今後、機会あるごとにこ

の意識を新たにして、訓練を繰り返すことで、起きてほしくない災害が発生した時、慌て

ることなく、少しでも被災者の方々の役に立てればと思います。
ごったがえしの中で

情報の整理中

フランス料理講習会 イッシー・レ・ムリノー市委員会

2月7日（土）市川市男女共同参画センターの調理室で、始めてのフランス料

理講習会が開催されました。講師はフランス人のシャディーさんです。シャディー

さん（男性）は仏語や英語を教えたり、お料理を作りながらの語学指導等に取

り組んでいらっしゃるそうです。

さて、フランス料理というと、なかなか難しそうという先入観がありますが、

シャディー先生は、フランスの家庭料理でポピュラーな「キッシュ」の作り方

を教えて下さいました。バターと小麦粉で生地を作り、卵とミルクを流し込み、

ベーコンとチーズをイン。なんとなく敷居の高かったレシピが、分かりやすく

簡単で、嬉しい楽しいを連発！みんなで美味しく焼き上げました。

最高の気分です。参加者から、本場の作り方を学ぶ、今までにないとても良

い取り組み（催し）であると感想をいただきました。これからも、様々な企画

を考えてみたいと思っています。

（田所 みや子）

イ ベン ト 情 報
◆お茶と着付け体験 (バディーズ)

日時： 3月11日（水）10：00～12：00

場所： 男女共同参画センター

対象： 外国人の方および付添いの日本人

費用： 300円

予約（必須）：加藤 Phone: 047-322-7855 .

◆会員のつどい （ガーデナ市委員会）

日時： 3月13日（金）13：00～15：00

場所： 八幡市民談話室5階集会室4

内容： H26年度活動報告、H27年度活動計画

折り紙教室： 動く折り紙（カエル、くちびる）を作る。

費用： 無料

申込み： 井上 FAX: 047-322-4686

◆ドイツ語講座と全体会議 （ローゼンハイム市委員会）

日時： 5月8日（金）13:00～14:30 ドイツ語講座

14:30～16:00 全体会議

場所： 八幡市民談話室 5階集会室4

問い合わせ: 後関 Phone: 090-8720-2841

今年はドイツからのお客様の訪問が予定されています。

今後の会の運営など多くの皆様の活発なご意見などを参

考にしながら委員会を運営したいと思います。（三人

寄れば文殊の知恵）

皆様方の積極的な参加をお願い致します。.

皆さん 嬉しい楽しいを連発！
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日本語ボランティア教室で新年会 日本語教室委員会

日本語ボランティア教室「こんにちは」では1月10日行

徳公民館で新年会を行いました。

授業の終了時間を１時間繰り上げて、教室では机の上

にスナック菓子やソフトドリンクをのせ、新年会会場に

早変わり。ボランティアが持ち寄った年末年始の贈答品

が、賞品コーナーに飾られます。

賞品はコーヒーメーカー、カレンダーなどピンからキ

リまで用意され、これから行うゲームに向け、おおいに

力が入ります。

まずボランティアの代表から新年の挨拶があった後、

新年の伝統的なゲーム「福笑い」

外国人学習者の多くは、お多福の顔に目・鼻・口・眉

毛をつけていくゲームに、はじめは戸惑いを見せていま

したが、すぐに慣れて最後の子供チームでは、珍プレー

続出で、大爆笑でした。

言うまでもなく優勝したのは、子供チーム。

しばらく歓談した後、ビンゴゲーム。今回はなかなか

リーチの声がかからず、やきもきしましたが、最初にめ

でたくビンゴを射止めたのはインドの男性でした。満面

の笑みでステージに上がる光景を見てボランティア一同、

大きな拍手をおくりました。

「こんにちは」では、このような新年会のほか、ボラ

ンティア教師と外国人学習者の交流の場としてバスツアー、

お茶会、クリスマス会等を開催してます。

（加澤 和三）

恒例になった餅つき大会が、100人を超える友達が集まって、1月18日新浜小学校で開催さ

れました。昨年は雨にたたられましたが、今年は晴天。でも強い北風が身にしみる日蔭が会

場。体の芯から凍えます。でも餅つきが始まるとみんな大騒ぎで寒さなんかなんのその。

おっと、この杵はどこをついたかな（写真右）大根おろし、磯辺まきはもちろん、メキシ

コのサルサ、台湾のピーナッツきな粉、フィリピンのフルーツサラダ、国籍不明のチョコバ

ナナなど各国のユニークなトッピングでみんな超ご満悦。おなかがいっぱいになったら、安

心したせいか、寒さがひしひしと押し寄せてきました。ということで室内に逃げ込み、第2

弾の防災カルタ取り。

3チームに分かれ大きな札を取ります。「急いで遠くへ高台へ、

津波はすごい速さだぞ」「気を付けて、地震は一度で終わらない」

「さあチェック、地震にそなえを、安全に」「ふだんからみんなで話そう避難場所」・・・。

みんなところせましと走り回り、札を取ります。

アッ危ないそのジャンプはけがのもと（写真左）、あとからよーく注意しました。

「来年もまたやってねー」とみんな寒風の中を元気に帰ってゆきました。

準備をしてくれたみなさん、朝早くからありがとうございました。

（篠原 剛）

みんな楽しそう

1月9日、駅南公民館和室にてバディーズ恒例の

茶会をしました。

天気もまずまずで参加者は24名でした。

そしていつもは女性だけの集まりですが、今回

は国際交流課の男性、藤田様、上田様の参加があ

り、少し雰囲気の違う中でのお茶席となりました。

床の間には公民館常設の立派な軸が掛けてあり、

縄文写し鶴首の花入れに千両と菊を、そしてお茶

菓子は岩手名菓、紅白の「かもめの玉子」と名古

屋名菓の「旅枕」を用意し、皆様にお茶をめしあ

がっていただきました。

普段はあまり抹茶を飲む習慣がない外国の

方、日本の方もこの日だけは、お茶もお菓子

も美味しいとの事、ほっと致しました。

お茶会後は調理室へ移動してのお昼です。

各国ごとにテーブルに着いて食事をしなが

らのおしゃべりが続きました。

名残りおしい中で次回の活動日と内容の確

認をして散会となりました。

（加藤 京子）

心新たに新年の茶会 バディーズ

餅つき大会 異文化交流・日本語教室委員会

たまには、かしこまって・・
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バレンタインチョコケーキを作りました バディーズ

バディーズでバレンタインのお菓子づくりを頼まれたので、私が作っておいしかった

生チョコケーキをみんなにも知って欲しかったので、作りました。

作り方は混ぜるだけで簡単なんですが、器と材料、火かげんがうまくいかず失敗し

たテーブルもありました。その時はあせりました。

しかし、みんなが「大丈夫」とはげましてくれました。コーティングをする時、

時間がたらなくて、スポンジが冷めきらないうちにコーティングしたので、チョ

コが流れてうまくまとまらないグループもありました。

でも、みんなの楽しそうな顔を見て、ほっ

としました。

色々なケーキを作りますが、私も息子

もスポンジとコーティングのやわらかさ

が好きで、このケーキをよく作ります。

（村山 メリー）

2月27日13時より、八幡市民談話室の集会室で会場いっ

ぱいの受講者を迎えて開催されました。講演の主題は

「アメリカの治安と人種問題」で、講師は桜美林大学名

誉教授上坂昇（こうさか・のぼる）先生です。昨年当委

員会では「現代アメリカ事情」と題して2回にわたり講演

会を開催しました。その講師であった邊牟木（へむき）

氏の紹介で上坂先生の講演が実現しました。上坂先生は、

在日アメリカ大使館勤務などの経歴をお持ちで、アメリ

カの政治、社会等の研究で著作も多数ある著名な方です。

最初に、アメリカの治安と人種問題の象徴的な実例と

して、2014年に起こった3つの事件を取り上げました。

①ミズーリ州ファーガソン市で黒人少年（18歳）が白

人警官に射殺された事件。少年は無抵抗だったとの証言

もあり、黒人層の怒りが爆発。しかし大陪審の決定は正

当防衛で不起訴となった。②ニューヨーク市（以下Ｎ市）

スタテン島で不法たばこ売りの黒人（43歳）が白人警官

の職務質問に抵抗。警官は黒人の首を絞め、その後死亡

した事件。警官は大陪審で不起訴。③スタテン島の事件

の報復として28歳の黒人が警官（中国系とヒスパニック

系）2人を射殺して自らも自殺した事件。これらの事件は、

いずれも黒人がからんでいます。Ｎ市の2011年の統計で

も、凶悪犯罪の被害者の61.8％、被疑者の56.3％、被逮

捕者の55.5％が黒人です。黒人人口

比率が26％とそれほど高くないＮ市

でも黒人の犯罪とのかかわりは多く

なっています。因みに黒人の人口割

合が70％近い首都ワシントンDCは、1

0万人当たりの強盗事件発生件数で全

米1位、殺人事件で2位となっていま

す。（2010年） かつて治安が悪い

都市として有名だったＮ市も歴代の

市長の取り組みにより、今ではかな

り改善されてきています。ジュリアーニ市長時代には、

「破れ窓理論」といって、小さな破れも見逃さず事件発

生を食い止めるという考え方のもとに、統計から得られ

た危険地区に警官を重点配備するなどの対策を進めまし

た。ブルームバーグ市長時代には、黒人やヒスパニック

への職務質問を強化し、「レイシャル・プロファイル（r

acial profile）」（犯罪被疑者として人種や文化的背景

を考慮する一種の人種差別）と呼ばれました。これらの

取り組みでＮ市の犯罪はかなり減少したことは事実です。

現職のデブラシオ市長は、むしろ黒人に同情的で白人警

察官や一般市民の大半からその犯罪対策に批判がでてい

るようです。

では、なぜ黒人（ヒスパニック等を含むマイノリテイ）

の犯罪率が高いのか？

そこには、根強く残る人種対立、黒人の社会的地位の

向上が進まないという現実があると先生は解説しました。

貧しく、シングルマザーの多い黒人家庭の子供たちは高

等教育を受けられず、低学歴ゆえに社会的地位の高い職

につくこともできず、犯罪に走るケースが多い。全米の

人口比で13％の黒人と15％のヒスパニックが受刑者数の

半数を占めるという事実はこのことを物語っているとい

えるでしょう。 格差社会の落ちこぼれを防ぐ、貧困対

策が求められています。また、このことは日本にとって

も他人事ではなく、「他山の石」とすべきであると結ば

れました。 （山本 怜）

講演会 「アメリカの治安と人種問題」 ガーデナ市委員会

興味津々の講演風景

上坂 昇先生

2月6日 駅南公民館

生チョコケーキの完成！
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春節の横浜中華街訪問記 楽山市委員会

2月19日は、中国では春節、日本では旧暦の正月にあた

ります。楽山市委員会の有志メンバー11人で、22日の日

曜日に春節で賑わう横浜の中華街に行ってきました。

今年は、交換留学生で今日本に来ている若い王嘉龍君

も参加してくれて楽しい交流の場となりま

した。王君は以前に会員の家にホームステ

イをしたことがあり、昨年の9月から神奈

川の大学に1年間の留学中、上手な日本語

と本場の中国語で参加者といろんな話題に

花が咲き、留学の良い思い出となったと思

います。

今年はもうひとつ、春節の正月料理をテー

マにしていました。蘿蔔糕(大根もち)、花

枝丸(いか団子)、台湾式年糕(甘い餅の天

ぷら)など、お正月ならではのお料理をみんなでわいわい

言いながら食べ、それでも沢山残ってしまい、ほんとは

いけないのですがと言いながら王君のためにお土産にし

てもらいました。

美味しいものをおなか一杯食べたあとは「関帝廟」、

「媽祖廟」にお詣り、大勢の人に交じって金運招財をお

祈りしました。中国のお正月の挨拶言葉は

「恭喜発財」と言って、「お金が儲かります

ように」と言う意味です。とにかくお金が一

番・・・、面白いですね。

近くの公園では、春節を祝って中国雑技、

中国武術、中国舞踊、そして獅子舞が演じら

れ、中でも中国獅子舞は4頭の煌びやかな獅

子が二人ずつの使い手によってアクロバット

のように舞われ、日本の獅子舞とは全然違っ

て一見の価値があります。

盛りだくさんの中身の濃い一日となりました。

（逸見 総一郎）

国際交流協会IIA会報

皆様が見ている二ヶ月一回のIIAの会報は、IIAのPR委

員会により定期的に制作されています。

PR委員会は各委員会から一人を選出してつくられてま

す。会員はA、B、C組に分かれて二か月間ずつ担当します。

資料収集を始め、写真の撮影、編集、組版、現場のイ

ンタビューなどすべてPR委員会の仕事です。

だから各委員会の活動の場はPR委員会の活動の場とも

言えます。

会報を発行する日、PR委員全員が参加し、印刷、折、

丁合い、封筒入れ、宛名と郵メールシールを貼るなどす

べてPR委員が自分の手でやります。仕事を終わった後、

インクに染められて黒くなった手を見て皆が笑います。

又、IIAのHPもPR委員会により定期的に制作しWEBにUP

します。

そして、IIA会報には各委員会のイベントの計画、内容、

時間、場所などと、イベント後のレポート、写真も掲載

しています。

IIAのすべての情報をIIA会報に載せてあります。

IIAを知りたいならIIA会報を読むしかありませんね。

（鈴木 迎慶）

派遣先： 中華人民共和国 四川省 楽山市

派遣期間： 2015年7月26日(月)～8月4日（火）

派遣予定人員： 9名 （応募は市内在住の高校生に限ります）

費用： 往復航空運賃及び近郊都市1泊の研修費用

受付期間： 3月9日（月)～4月13日（月）

応募用紙配布・問合せ： IIA事務局 Phone: 047-332-0100 または

市川市国際交流課 Phone: 047-300-8051

市川市青少年代表団友好都市楽山市派遣生募集

翻訳

楽山大仏

中国語でIIA PR委員会を紹介します PR委員会

国際交流協会IIA的报纸

大家看到的每两个月发行一次的IIA报纸，是由IIA的宣传委员会定期制做的。
宣传委员会由各委员会选出一人组成，会员们分成A组B组C组一组负责两个月，从收集资料照片到编
辑排版，现场采访拍照都是会员们自己负责，可以说那里有活动那里就有宣传委员会。报纸发行那
天所有的宣传委员会会员都参加，印刷折叠装封发送，工作完后大家看着被印油染黑的手都笑了。
还有IIA的微博也是由宣传委员会定期制做更新的。
报纸上还登有各委员会的活动计划内容时间地点和活动后的汇报照片等，所有IIA的消息都在IIA报
纸上。要想了解国際交流協会IIA就看国際交流協会IIA的报纸。
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第45回 IVIS 英語公開講座 2月1日 男女共同参画センター

スコットランド人 ロバート・バーンズの詩と音楽

ロバート・バーンズはスコットランドの歴史、文化を語

る上で欠かせない人物です。

1759年1月25日、アイシェアという海沿いの小さな村に、

貧しい小作農の7人兄弟の長男として生まれました。

体が弱かったのですが、父親から読み書きを習い、後に

教会でラテン語等も勉強しました。気の多い男性だった様

で、詩や音楽で女性を惹き付けました。

女性への恋愛感情が詩の創作意欲の源となり、

結婚後も妻以外の女性に惹かれる事もありました。

恋愛の対象は貴賎を問わず、女主人に振られる

とその召使いに手を出した事もあり、結局婚外子

を含め12人の子供がいました。1783年、最初の詩

集を出版。

当時は図書館も無く、発行部数も限られていま

したが、詩集はくちコミで広がり、初版は完売。

この成功でバーンズは一躍有名人となりました。

当時から一般の人の間で広く人気がありました。

農夫だったので、人々も親近感を覚えたのでしょ

う。

彼はスコットランドの昔からの民謡も改作しましたが、

Auld Lang Syneは「蛍の光」として日本で知られています。

皮肉にも人気が出たころからバーンズの健康状態は悪化

し、抜歯した後体調が快復する事無く、36歳で亡くなりま

した。現在バーンズの12人の子供たちの子孫が世界中に600

人程います。カナダ、合衆国、オーストラリアと世界に散

らばっていると思います。ただ、バーンズ程有名になった

人は彼以降出ていません。

バーンズの詩の中で私のお気に入りの詩を二つ紹介しま

す。A Red, Red RoseとAe Fond Kissです。バレンタインデー

のカードにもよくこの詩が使われます。

次に、バーンズに関する最大の行事、バーンズ・ナイト

についてお話します。

これはバーンズの誕生日、1月25日に行われバーンズの作品

と生涯をお祝いします。

バーンズにちなんだ詩や音楽が披露され、バーンズ・サ

パーとしてハギスとウイスキーが供されます。ハギスとは、

スコットランドの珍味で、羊の心臓、腎臓といった

安価な内臓部分のミンチにオートミール、香辛料の

きいたハーブを混ぜ、羊の胃袋の中に入れて煮たり

揚げたりしたものです。

バーンズ・ナイト中で私が特に好きなイベントは

スピーチです。その場の年長者または地位が高い男

性が気のきいたスピーチを行います。「イタリア、

フランス料理と比べてもハギスは最高だ」などと熱

弁をふるいます。その後、一人の女性がそれに返礼

するスピーチを行います。食事の後はカントリーダ

ンスを楽しみますが、次々パートナーを替えながら

沢山の人と踊ります。最後はAuld Lang Syneを全員で歌っ

てお開きになります。現在世界中でバーンズ・ナイトが行

われています。

バーンズの詩は多くの歌手に影響を与えてきましたが、

その中で現在最も有名なスコットランドのフォークソング

歌手、Eddie Readerをご紹介しましょう。Readerは2003年、

2009年にアルバムを出し、スコットランド独立についても

率直な意見を表明していました。彼女の歌を聴くと本当に

鳥肌がたちます。

（高橋 美智子）

講師：ナターシャ・パターソンさん Ms. Natasha Paterson

笑顔が印象的な

Natashaさん

イタリアのお茶会 ホームステイ・ビジット委員会

ホームステイ・ビジット委員会では、2月7日八幡の市

民談話室で、イタリアのお茶会を開催しました。

講師は、前回のフランスのお茶会に引き続いて福上泰

子さんです。寒い風の中、29名の方が参加しました。

先生のお話は、バレンタインデーのいわれか

ら始まりました。2月14日は、ローマ時代結婚禁

止令の法に背き結婚を奨励して処刑された、バ

レンタイン司祭の命日です。以来カトリック教

会では愛を伝える日となりました。

バレンタインカードの由来は、バレンタイン

司祭が獄中にあったとき、目が見えなかった看

守の娘の目を祈りによって治し、処刑される前、

その娘に手紙を託した、との故事によっていま

す。

その話が広がり男性が愛する人に愛の手紙を書いて2月

14日に渡すという習わしが生まれたそうです。

プレゼントは、愛は必ずしも結ばれるとは限らないの

で、形をとどめず消えるものを贈ります。愛が成就した

ら、形のあるものを贈ります。

花はバレンタイン司祭が結婚の相談に来る若者たちに

恋が実るようにと庭の花を手渡し慰めたことから贈られ

るようになりました。

チョコレートは古代メキシコでは「神様の食べ物」と

言われ、不老長寿の薬として飲んでいました。固形となっ

たのはイギリスが始まりです。その後ミルク入りのチョ

コレートが誕生しました。日本では買い物好き

の女性がチョコレートを買って、男性に贈ると

いう習慣が広まりました。人間の脳内の物質が

チョコレートを食べると恋愛感情にかかわって

いくといわれ、恋愛のやり取りとしてチョコレー

トが用いられるのかもしれません。

先生のお話が終わり、いよいよイタリアの茶

会が始まりました。部屋の中がだんだんチョコ

レートの香ばしいにおいでいっぱいになりまし

た。

みなさん楽しそうでした。お替わりをするひともいま

した。小学生も参加していました。小学校では、今は男

の子にチョコレートを贈ることは禁止されているそうで

す。

会員同士の親睦が図れたいい一日になりました。

ありがとうございました。 （永長 剛）
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①中国 5,189(5,024) ②韓国 ※ 1,395(1,386) ③フィリピン 1,322(1,320) ④ネパール 544(435)

⑤タイ 426 (402) ⑥ベトナム 421 (276) ⑦インド 394 (405) ⑧スリランカ 261 (-)

⑨台湾 255 (177) ⑩米国 222 (224)

総数101ヵ国 12,220人（96ヵ国 11,574人） 市川市総人口数 472,978人（469,308人）

※朝鮮人76人（82人)は含まず

新入会員（1月/2015） 敬称 略

氏名（ふりがな）①国籍 ②使用可能言語 ③希望する委員会等 ④趣味・特技

委員会等の略号 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・レ・ムリノー、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、青：青年部会

市川市在住外国人登録者数及び上位10カ国の人数 ２ ０ １ ５ 年 １ 月 ３ １ 日 現 在 （ ） 内 は 昨 年 同 月 数

法人会員紹介（第17回） 千葉商科大学

井上 昭子（いのうえ あきこ）

（日本）①女②ドイツ語③ロ、④ガーデニング、ゴルフ

ボーリング、ハーモニカ、

ゲーテ・インスティテュート中級合格（ドイツ語）

東京オリンピックに向けてボランティア活動をしたい。

ドイツ中高生のホストファミリーとして登録したい。

能登 達也（のと たつや）

（日本）①男③日、外、異④建築、自転車、自転車修理

日本語の先生をやってみたい

本木 栄（もとき さかえ）（日本）①男③日

鈴木 寿典（すずき ひさのり）（日本）①男③日、異

宗野 永枝（むねの ひさえ）（日本）①女

②英語、ベトナム語③ホ、異④ラクロス

日本語を教えること。外国人のキャリア相談

千葉商科大学(CUC)は1928年2月、巣鴨高等商業学校と

して創立され、2018年には90周年を迎えます。現在4学部

6学科、大学院5研究科を擁しており、約6,000名の学生が

日々勉学に努めています。

2015年4月には新たに「国際教養

学部」を開設し、急速に変化する

国際社会において異文化理解のた

めの幅広い教養、チャレンジ精神、

情報力を武器にグローバルに活躍

できる人材を育成して参ります。

千葉商科大学の国際交流は、199

2年にアメリカのフロリダ大学との

交流提携協定締結を機に始まりました。以降、アジア、

環太平洋を中心として多くの大学と提携を結び、研究を

通じた学術交流、短期語学研修や交換留学制度を通じた

学生交流を行っております。

中でも、2011年度より実施しております「CUCサマープ

ログラム」では、毎年7月中旬から下旬にかけて本学の提

携校から学生を2週間招待し、日本の政治や経済を学びな

がら日本の文化を体験頂いております。

2014年は、アメリカ、中国、韓国、台湾、インド、ベ

トナムの6ヶ国13大学から39名もの学生が「CUCサマープ

ログラム」参加のために来日し、本学の学生もサポーター

として延べ500名が参加して交流を行いました。

プログラム終了後も学生たちはFacebookやLINEなどの

ソーシャルネットワークサービスを通じて連絡を取り合っ

ており、今も交流が続いています。

また、サマープログラムを通じて国際交流に興味をもっ

た本学の学生が、後日、海外語学研修や交換留学に参加

したいと国際センターに顔を出すことも少なくありませ

ん。

市川市国際交流協会青年部会学生会の皆さまと本学留

学生の交流事業は、2013年より始まりま

した。まずはお互いのことを知るために、

「市川(日本)に来たのだから、もっとこ

の地域(国)のことを知ろう！」をテーマ

に青年部会学生会所属の大学生・高校生、

本学留学生が集まり、自己紹介やテーマ

ディスカッションを行いました。

以降、餃子パーティの開催や都内を巡

るバスツアーの催行、年賀状作りなど、

さまざまな集いやイベントを実行し、交流を深めて参り

ました。

直近の活動と致しましては、2014年12月、本学国際セ

ンターが主催する留学生と日本人の交流会(バドミントン

大会)に、青年部会学生会に所属する7名の高校生・大学

生にご参加頂きました。

留学生と日本人学生がペアを組み、初めはお互い緊張

していた様子でしたがすぐに打ち解けたようで、体育館

の寒さにも負けない熱い試合

が繰り広げられました。

今後とも、市川市国際交流

協会の皆さまと本学協同で地

元市川市の国際交流を盛り上

げて参りたいと思います。

どうぞよろしくお願い致しま

す。

千葉商科大学留学生とIIA青年部会学生会との交流会の記事は「IIAニュース」53号に掲載されています。


