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頑張れネパール 届け市川の心

全壊した世界遺産 ダラハラ塔（左上）

被害が大きかった観光名所

100人分のカレー料理中（左下）

カトマンドダルバル広場（右上）

集まった募⾦を贈呈（右下）

4月25日マグニチュード7.8の大地震がネパールを襲

流と外国人委員会が中心になって募⾦を⾏いました。

いました。報道によると、死者10,000人以上、負傷者

その中心がこのカレーチャリティー。それまでに集められた

15,000人以上、被災者は人口の30％を占める800

募⾦を含めて総額18万円。早速その場で寄付され、

万人という大惨事になりました。市川市には外国人人

パタン市ドラヒティにあるMotibinayak Madhyamik

口第4位560人のネパールの方々が住んでいます。

Bidyalaye小中学校の復旧に使っていただくことにしま

少しでも復興の役に⽴てられればと、IIAは異文化交

した。（P2へ続く）
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ネパール大震災救援チャリティーカレー（IIA主催、異文化交流・外国人委員会協力）
6月28日、市川公⺠館は朝早くからカレーのいいにおいで

つつありますが、まだまだ野外で暮らしている人が多く、支援

いっぱい。食材は寄付と持ちより。マハルジャン アミタさん、ゴー

が届いていない状態です。

タムさん夫妻など6人のネパールの友人たちがターメルなどの

学校も大きな被害を受けており、建物や壁が崩れ近寄れ

香辛料を使い、本場のカレーを作っています。もちろん我々日

ない場所が沢山あります。それでも子供たちは、炎天下に箱

本もカレーでは負けていません。手際よく手伝い、しっかりと協

をだし、そこで一生懸命勉強しています。その場所も限られ、

⼒します。11時半には第1陣のお客さん入場。料理室なの

他の友達も勉強するので週に3日しか使えません。テントも少

で雰囲気に欠けますが、そこは味で勝負。みなさん、美味な
るカレーに、思わずお替り。

ないので、今度は雨が降ると大変。
子供たちが早く学校で安心して勉強でき、そして観光客が

おなかが一杯になったところで、隣室でアミタさん、ゴータムさ

戻ってきてほしいと話を締め括りました。

んがネパールの震災についてビデオなどを使い話してくださいま

この後ダンゴル チナさんがネパールの⺠族衣装で優雅なダ

した。ネパールは82年前に大きな地震があった後、しばらく沈

ンスを披露しました。

静化し、親の世代もまったく地震の経験がないので油断して

あの暑い調理室で100人分のカレーを作ってくれたネパー

いました。世界遺産のダラハラ塔も全壊し、観光客など180

ルの皆さん、手伝ってくれたIIAの皆さんありがとうございました。

人が犠牲になりました。そのほか観光スポットのスワヤンプナー

そして寄付をしていただいたみなさんの善意は、ゴータムさん

ト、ボダナート、バタンダルバール広場、ニャタポール バラタプー

を通してネパールの子供たちに届けます。

ルなども全壊などの大被害を受けました。仮設住宅などもでき

本当にありがとうございました。

（篠原 剛）

お知 らせ

さばいばる にほんごきょうしつ いん いちかわ 2015
たのしくにほんごをべんきょうしたいひと あつまれ

にほんごが、まだじょうずにはなせない、しょうがくせい、ちゅうが

ボランティアの方々の日程

くせいが、たのしくにほんごをまなべるちゃんすです。３っかめは、

7月19日(日) 10:30-12:30

⾏徳公⺠館

研修会

13:30-15:30

⾏徳公⺠館

実⾏委

ばすで、えんそくにいきます。にほんごにじしんがないひと、ぜひ
きてください。

8月 8日(土) 13:00-17:00 市⺠談話室集会室４

ひにち： 8がつ24か（げつようび），25にち（かようび）

教材作成

10:00-14:00

8月23日（日) 13:00-17:00

ばしょ： いちかわいちりつだい７ちゅうがっこう

市⽴第七中学校

教材作成、搬入、会場設営

はらうおかね：1日300円（おひるごはんもはいっています）

問合せ： IIA事務局 Phone: 047-332-0100

えんそく

Fax: 047-332-0101

ひにち： 8がつ26にち（すいようび）
いくところ：ちばけんせいぶぼうさいせんたー、いちかわししょう
ねん しぜんのいえ（いくところが、かわるかもしれません）
はらうおかね：400円（おひるごはんもはいっています）
もうしこみさいごのひ：7がつ17にち（きんようび）
きょねん：べんきょうしているところとえんそく（しゃしん）
お知 らせ

メダン市青少年代表団来市（予定)

市川市と姉妹都市締結をしているインドネシア北スマトラ

園での農業体験、IIAの学生会と東京都内視察とディズニー

州のメダン市から、⻘少年代表団8名と引率者2名が日本

ランドへ。ホストファミリー宅で7泊と、多方面に渡る催しが計

を訪れます。

画されています。

7月31日(⾦) 成田空港着。市川市⻑、市川市議会議

8月7日(⾦)18:30 ジェイホテル8階で送別会。皆様の

⻑表敬訪問に始まり、千葉県⽴昴高校生と交流、千葉商

ご参加をお待ちしています。

科大学生とスポーツ交流、水⼾市にある日本農業実践学

8月8日(土)
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武器をアートに：真の国際交流 (広報委員会）
モザンビークを支援する
6月10日千葉商科大学で開催された第8回ユニバーシティー・

れます。

アワー。50人のIIAメンバーと学生で1,000人収容の会場は

活動はそれだけに留まりません。今までは学校に机も寄贈し

熱気でいっぱいになりました。会場から溢れた学生はほかのホー

ていましたが、それよりは机を作る木を植えた方がいいのでは、

ルで映像と音声で、真のボランティアは何かということを学びま

木を購入する基⾦もいいかもしれないと夢はどんどん膨らんで

した。

いきました。そして、これらの活動を知ったモザンビークの大統

アフリカ大陸南端南アフリカ共和国の北東に位置する日本

領が知るところとなり、わざわざ愛媛まで来てくれました。

の約2倍の面積の国、モザンビーク。16世紀からの抑圧され

でもこの団体の運営費

た植⺠地支配、ようやく1975年にポルトガルから独⽴するも、

はどうなっているのでしょう。

その後の内戦と苦難の時を重ねてきたこの国が、変わろうとし

それはこの活動を知った

ています。その一つが内戦で全地域にばらまかれてしまった武

多くの機関がその活躍を

器を平和を訴えるアートに変えるプロジェクトです。作品は大

賞し、その賞⾦はすべて、

英博物館の現代の百選にも選ばれました。小さな市⺠団体

活動費にあてられます。

が愛媛からそんなこの国を応援しています。その名は「えひめグ

地元の企業もその意気

ローバルネットワーク」。代表理事の竹内よし子さんが、地域

込みに感銘を受け、寄

密着、市⺠参加型ボランティア活動をこのモザンビークにどのよ

付を続けてくれています。

うに進めているかを熱く語りました。その基本理念はThink

今 回 の 講 演 料 も全 額

globally, act locally and change personally .

活動資⾦になります。こ

この団体は、愛媛にあった放置自転⾞を集め、地元の高校

のように活動費は善意、

生たちが整備し、磨き上げ、モザンビークへ出発準備は完了

寄付で賄われています。

しました。でも運送費がありません。
この活動と並⾏し、小学校では6年生になると総合学習と

竹内さ んは言います。
満員の会場（上）武器がアートに（下）
「 こ の活動は⺠間レベ

してモザンビークなどを含めた平和・国際交流を学んでいます。

ルで、人間関係で成り⽴っています。もしここにお⾦のにおい

生徒、親たちの作品がバザーなどで販売され、その収益⾦が

が入ってくると、現地で分配の不平等、僻み、やっかみが発生

先ほどの自転⾞の運送費になりました。彼らの活動が校内で

し、ひいては村の関係をも破壊してしまいます。だからいつも村

の学習に終わるのではなく、じかに援助活動につながっている

の人間関係をこわしていないかと、注意しながら、地道にこの

のです。

⺠間レベルのボランティアを続けています」
すごいです、えひめグローバルネットワーク。

運ばれた自転⾞は家庭に入り込んでしまった武器と交換さ

（篠原 剛）

国際フェスタCHIBAに行ってみた (広報委員会)
5月24日、雨の天気予報がはずれ、うす曇りの天気のなか

ラ ムですが、前日から 開

海浜幕張駅から徒歩15分の神田外語大学に到着しました。

催しているフリーマーケット、

ここは、ちば国際コンベンションビューローが主催する「国際フェ

屋台村での食品販売、オー

スタＣＨＩＢＡ」の会場です。4月に千葉県国際交流センター

プンキャンパスと合体し、

との意⾒交換の際にこのイベントを知り、大学とのコラボレーショ

相互の運営協⼒で集客

ンで開催しているとのことで、その様子を取材してみました。

にも効果をあげているよう

神田外語大学のキャンパスは、芝生や木々に囲まれて、訪

です。フェ アト レード 食品

⺠族音楽を奏でる

れるだけでもホットするような空間。その中庭で、フリーマーケッ
ト、物品、食品販売、音楽イベントが開催されています。また

販売を担当している⼥子
学生は、たまたま市川在住とのこと、話を聞くと「今日は昨日

校舎1号館では、国際交流・協⼒団体による24のブース出

より多くの来場者がある」と嬉しそうに語ってくれました。学生パ

展があり、柏市と習志野市の国際交流協会も参加していま

ワーは強⼒です。

した。

千葉県国際交流センターでは、以前にも柏の麗澤大学とも

このイベントの最大の特徴は、大学の主催するイベント「第

コラボしており、市川の千葉商科大学も候補にしたいとのこと、

11回幕張チャリテイ・フリーマーケット（通称Maku Chari）

大学と協働することにより以前から苦労していた集客の問題

に相乗りしていることでしょう。国際フェスタ自体では、ブース出

が解消されたとのことです。IIAのインターナショナルデイ開催の

展、フェアトレード食品販売、⺠族音楽パフォーマンスのプログ

ヒントになるかもしれないなと感じました。
3
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講演会「世界経済とわたしたちの生活」 （ガーデナ市委員会）
5月22日、八幡市⺠談話室で今年度第１回の講演

⾒えていますが、経済成⻑は部分的です。これを称して、

会を開催しました。講演のタイトルは、「世界経済とわた

経済学者、浜 矩子氏は「不完全な鉄板焼き器」（１

したちの生活」で、今世界で何が起こっているか、そしてそ

か所だけ熱い）と言いましたが、言い得て妙と思います。

れはわたしたちの日常生活にどう関わるかを市川在住の
エコノミスト、松下 滋氏にお話しいただきました。以下、

具体的な成⻑戦略が求められています。
新しい視点として、文化と

要点をお伝えし、皆さんの考えるきっかけになればと思い

経済について触れます。他

ます。

国から取り入れた文化を自

今、世界は「不測事態だらけの時代」と言えます。世界

国で消化、吸収し、自国の

経済の中で大きなシェアを占めていた米国経済は半減し、

本来性になるということは、

ロシア、中国、イランなどが台頭しつつあり、リーダー不在

日本の明治時代に実証さ

の時代に入っています。気候変動、天変地異も世界各

れ て います。今は「 日本の

地で起こり、北極圏温暖化、気候の亜熱帯化、亜寒帯

文化を世界に滲みだす」時

化が⾒られます。日本でも地震、火山の噴火などが以前

と言え ます。2020年の東

より活発化しています。このように世界情勢は何が起こっ

京オリンピック・パラリンピック

てもおかしくない、不測の時代に入っていると言えます。不

は、そのチャンスです。開催に向けて来日する多くの外国

測を前提とした経済の⾒方が必要であり、それに対処し

人に、東京だけでなく地方を訪れてもらい、その土地の文

たリスクマネジメントの必要性が増します。

化に触れてもらうことは、日本文化が世界に伝播すること

中国がこれからどうなるかは、世界経済にも大きな影響

松下講師

になり、経済発展にも繋がる、いわば「文化が経済を呼ぶ」

があります。中国の発展は日本の40年遅れ（北京五輪

効果が期待できます。

は東京五輪の44年後、上海万博は大阪万博の40年

結びの言葉として、もう一度中国問題を取り上げました。

後）とも言えます。高度成⻑の中国の若い経済も中年

発展途上でありながら、経済が中年期を迎え、高齢化の

の経済へと移りつつあり、成⻑に伴うマイナス面、（公害

時代を迎える中国は、「本当に大変」であり、また大変な

や格差の問題など）が顕著になっています。2020年は

のは、不測の時代の世界のどの国でも同じと言えます。

中国共産党創⽴100年目の節目に向けて、所得倍増

講演資料に添付された日本経済新聞のコラム「大機

計画、領海の拡張を2大目標に掲げています。今後の中

小機」は松下氏が「一礫（いちれき）」のペンネームで書

国の動向は目を離せません。

いているものです。質問にもご自身の考え方を明確に答

わが日本はどうでしょう。アベノミクスは、⾦融政策が奏

えられ、全体的に小気味よい話し口で時間があっという

功し、円安、株高となり輸出産業を中心に明るい兆しが

フランスの世界遺産

間に過ぎた感じでした。

（山本 怜）

(イッシー・レ・ムリノー市委員会)

6月20日に第1回イッシー市委員会を開催しました。

の3月、18年ぶりの大潮で⾒えなくなったとのこと。気候

野澤委員⻑よりこれまでの取り組みと最近のフランス世

や潮位の変動が激しい湾なのです。

界遺産の様子をパワーポイントを使って話していただきま

＜イッシー市委員会の取り組み＞

した。

＊フランス語講座 年6回程度

みなさんよくご存知のモン・サン・ミシェルはフランス北⻄

＊フランス料理で楽しもう

部のモン・サン・ミシェル湾にあります。伝説では708年、

＊フラ ンス、イ ッシ ー

司教オベールの夢に大天使ミカエルが現れ、当時陸続き

市の現状、暮ら しに

だった岩山に聖堂を建⽴せよと告げ、そのお告げに従うと

ついての講座

岩山は津波に襲われ一夜にして海に浮かぶ孤島になっ

＊他

たといわれています。この孤島にノルマンディー ロマネスク

みなさ んの参加をお

建築やゴシック様式など中世の様々な建築様式が混在

待ちしています。

した修道院建築と１４世紀の百年戦争で築いた要塞

（田代 武）

や城壁・塔が融合しました。世界遺産として１９７９年

フランス世界遺産をプロジェクターで説明

に登録されました。陸と孤島を結ぶ橋がありますが、今年
4

IIAニュースNo.56

インドネシア人会懇親会 （メダン市委員会）
６月７日、第１回「市川インドネシア人会懇親会」を市

日本での生活に満足していらっしゃるご様子に、少しは安心

川市⽴新浜小学校で開きました。16人のインドネシアの方々、

もしました。

IIA会員５名、メダン市委員会員13人、通訳1人の総計3

会の 終了後に 「 地震の

5人の方々にお集まりいただきました。ご厚意でお借りした会

時はどうしたらいいか」という

議室は満杯でした。大成功に終えましたことを心よりお礼申

お尋ねがありました。とりあ

し上げます。

えずの対応は伝えましたが、

⾏徳では多くの外国人を⾒かけます。インドネシアの方々も

市川市の指針が十分に⾏

7世帯の方が住んでおられ、新浜小の日本語教室にも5人

き届いて はいない感はぬぐ

程のインドネシアの子ども達が通っています。

えませんでした。IIAとして

懇親会は、インドネシアのコーヒー、ティー、ジュースが用意さ

の対応の必要性を改めて

れ、どら焼きとクルプックそして両国参加者からの差し入れで、

認識させられた思いがしま

机上は盛りだくさんの茶菓が並びました。

した。

会はインドネシアの方々の自己紹介、本国でのお仕事等が

こ れを契機として 、次回

披露されました。次いで日本人の紹介では、インドネシアとの

は内容を深化さ せた 交流

関わりが話されました。それだけで１時間半ほどの時間が経

会を持ちたいと考えておりま

過してしまい、中心テーマとして考えていた「日本での生活上

す。

第１回の懇親会に満足そう

（⻄村 正寛）

の不安」についての質疑に十分な時間を割くことができず、悔

これからもっと仲間を増やしていこう

いの残る会ではありました。とは言え、インドネシアの皆さんが

イスラム文化に触れる （メダン市委員会）
断食終了

断食中

イスラーム暦の第9月は、ラマダン(断食月)です。今年は6月

断食月が終わり、待ちに待った断食明けの大祭。例年花火

18日から7月16日までで、このひと月、ムスリム─イスラーム

を上げたり、クラッカーを爆発させたりとまさにお祭り騒ぎです。

教徒の人々は、日の出から日没まで飲食を断つことが義務

レバラン手当（ボーナス）が支給され、新しい服に袖を通し

付けられています。食物とそれを与えた神への感謝の⾏に取り

て、少し豪華なお食事です。

組むためです。

世界一のイスラム教徒人口を抱える国、インドネシアのお正

イフタールは朝食という意味ですが、日没後に食べる最初の

月を少しでも感じられたらと、7月11日、メダン市委員会員

食事のことです。英語のbreak-fastと同じで「断食を破る」と

他18人が、ハリラヤ料理（断食明け料理）を体験に、インド

いう意味を併せ持っています。

ネシア大使館御用達の「レストランチャベ」に繰り出しました。

7月4日、市川インドネシア人会の方の御招待を受けて、Ｉ

参加者はメダン市公式訪問団員、お仕事等で、インドネシア
に関係のある方ばかりです。

＆Ｉに⾏ってきました。驚いたことに、８か国以上500人は
優に超えるムスリムが参集していました。各国の料理が所狭し

断食後なのでまずは胃に優しい薩摩芋、南瓜、バナナのココ

と並んでおり、その種類と量に圧倒され、食事の場所が男⼥

ナッツ煮の甘いお皿から。チキンのココナッツ煮、魚のバナナの

別なっていることに２度びっくりしました。何人かのムスリムの方
から「美味しいですか」と、日本語で話しかけられましたが、た

葉の包み焼き、ナシゴレンなど8品をビールビンタン、ジュースを
飲みながら試食しました。
「唐辛子で辛い物もあるが､一般的に甘い物が多いわね」

だただ、「本当に」と答えるのが精いっぱいでした。
改めて、⾏徳には

「インドネシア料理は日本人の口

多く の外国人が居

に合いますね」「日本人にとって

住していること、さら

は、庶⺠的な素材ですね」などの

に ムスリムの文化を

意⾒がありました。

理解する必要性を、
肌で感じたひと時で
した。（⻄村 正寛）

インドネシアへ⾏った時の懐か
しいお話に花が咲き、あっという間

美味しかったイフタール

の3時間でした。（⻘野 雅子）
5
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漢字の歴史 （楽山市委員会）
５月29日楽山市委員会主催春名英徳氏による講演会

天武后時代：周と称してい

「漢字の歴史（続編）」に出席させていただきました。始皇

た）に正式な国号として承

帝による中国統一の中に漢字の統一、普及もあったこと、後

認さ れ た こ と、論語は現代

漢時代の「説文解字」という漢字字典の文字の分類「六義

中国で生き続け、周近平主

/六書」の話など普段何気なく使っている漢字の歴史、成り

席が有朋自遠方来、不亦

⽴ちを教えていただき、たいへん勉強になりました。日本人は

楽乎（朋有り遠方より来る

漢字を応用して万葉仮名としても活用したほか、平仮名、

亦た楽しからずや）と論語を

片カナを作り出し、例えば働、畑、畠、辻、峠など和製漢字
を作り、現代中国でも普通に使われている字があることは日

引用したこと、などなどの多く 漢字歴史、種類をわかりやすく
の興味深いお話にあっという間に時間がたってしまいました。

本人として誇りに思いました。春名氏の豊かな知識、お人柄、

中国より漢字という日本文化の基礎や多くのことを学んでき

経験に基づくお話や東山魁夷画伯より直接お聞きになった

た歴史を再確認し、春名氏のお言葉通り、日中の⺠間交

秘話等もご披露いただき、たいへん有意義な総合文化教養

流の大切さを忘れずにいたいと思います。

講座でした。

また次の機会のあることを期待しています。学而時習之、

失明してまで12年の苦難の末来日した鑑真和上の唐招

不亦説乎（学びて時に之を習う 亦た説ばしからずや）

提寺と市川は東山魁夷画伯の大作を通じ縁のあること、天

（古久根 和久）

智天皇の大宝律令で「日本」という国号を制定し、唐（則

料理教室

（バディーズ）

私は料理が苦手だけれども、バディーズはいろいろな国の料

これからも心も体もなごむ優しい味のお料理を、もっともっと

理が味わえるので、いつも楽しみにしています。

覚えたいです。よろしくお願いします。

(早川 華雲)

5月1日はクレープの作り方を教えてもらいました。簡単でお
いしかったです。沢山ショウガが入ったにんじんスープは身体を
温めるとてもよいものでした。バディーズの料理教室はどの料
理もとても美味しくてヘルシーです。
家で早速作りました。「おいしい！また食べたい」と言ってく
れる子供達の笑顔を⾒て、幸せを感じることができたのは、バ

たのしくクッキング（左） おいしくヘルシーな品々（右）

ディーズの皆様のおかげです。

23周年記念パーティー

（バディーズ）

バディーズは６月に創⽴２３周年を迎えました。今年の創

して暮らしています。台湾の方が、日本に住んでいると悪口を

⽴パーティーでは外国の方に日本に来て驚いたこと、好きなと

言いたくなる時もあるのに、⺟国で日本の悪口を聞くとすごく

ころ、⺟国との違いなどをお聞きしました

腹が⽴つ！と・・・聞いていてジーンとしました。こんな話を忌

・日本人は優しく、礼儀正しく、ルールをきちんと守る

憚なくできるのも、バディーズの心地よさの一つかもしれません。

・我慢強く、一列に並んで待つ

みんなに出会えて本当に良かった！

・会議の時に何も意⾒を言わず、無駄に時間が流れていく

さて、そんなトークの時間もあっという間に終わり、その後は

・美味しいものを、つまらないものと言いながらくれる

お待ちかねのランチタイムです。各国の家庭の味が沢山テー

・遊びに来てと言われても、日時の約束までしていないと⾏っ

ブルに並び・・・いつもどこから頂こうか迷います。タイの皆さん

てはいけない？
・日本に居るときはルールに縛られて暮らしていて、窮屈な感

は美しい⺠族衣装で勢揃い！タイ語・タガログ語・中国語に
英語そして日本語が飛

じがする

び交いました。きっとみん

・何処に⾏っても人が沢山いる

な美味しい！と言ってた

・ラーメンに餃子とご飯つきで炭水化物だらけのランチセット

のでしょ うね。ご馳走様
でした！

どれを聞いても可笑しくて、聞いている日本人はクスッと笑っ
たり、耳が痛かったり、そうか！と納得したり。みんな日本の良

（山本 純子）

い所も不思議なところも理解して、この市川を第二の故郷と

色とりどりの⺠族衣装で和気あいあい
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千葉商科大学で浴衣の着付け講習会

（IIA協力）

千葉商科大学（以下CUC）が海外の学生を招き日本
の経済や文化を学ぶCUCサマープログラムで、日本伝統文

ません。先生の助言を受けながら頑張りました。
次に、二人一組となり、お互いに着付けをします。これもま

化体験として浴衣を着せる計画があり、CUCの学生が着付

た大変で、右と左がわからなくなり苦労しましたが、練習の甲

けにあたることになりました。

斐あり全員着られるようになりました。

6月30日、CUC国際センターの依頼により、着付担当の

最後に着物のたたみ方を練習して終了となりました。本番

学生へ指導するため、井上 馨さんたち10人のボランティア

は7月21日です。頑張れ！

（浦川 絢子）

が参加、IIAも協⼒しました。
学生は男子9人、⼥子13人で、ほとんどの学生が初めて
着物を着るとのことで、真剣な眼差しで⾒つめ、耳を傾けて
いました。
着物の着方、ひもの結び方、帯の締め方の順で、はじめに
自分で着てみます。手順は覚えてもなかなか格好よくきまり

国際理解教育授業

初めての着物に悪戦苦闘。でもきれいに着ることができました

（異文化交流、外国人委員会）

世界各国の人が、それぞれの国の文化などについて、小学校で語りました
今年で３回目の平田小学校からのお招きで、６月３日、

ら台湾の言葉や食べ物についていろいろな質問に答えました。

１０日に、国際理解教育授業をおこないました。まず３日

とても楽しいひとときでした。」

は外国人委員会より、フィリピン出身の田中アイアンさんと、

翌週にはスエーデンのステファンさん、スペインのダニエルさん、

台湾出身田嶌芳恵さん。お二人とも流暢な日本語でわかり

そしてネパールのサンボダンさんの男性３人の登場です。日

やすい楽しい授業をしてくださいました。以下は田嶌さんの感

本語教室で勉強中の皆さんは、一生懸命日本語や英語で

想です。

ご自分の国の紹介をしてくれました。皆さんそれぞれの個性

「初めに中国語であいさつしたら、こどもたちは、えっ？とビッ
クリした顔。日本語で改めて説明したらようやく笑顔でほっと

的な授業に、４年生の生徒さんたちもますます世界への興
味をかきたてられたのではないでしょうか。
（村井 美和）

したようでした。中国語の難しい四声も、
身振り手振りで楽しく習得し、あいさつも
できるようになりました。学校のことや街の
様子、食べ物を写真で紹介すると、子ど
もたちは目を輝かせて聞いてくれました。
最後に⺠族衣装を着て記念撮影をしま
した。授業の後は一緒に給食を食べなが
チャイナドレスで台湾気分

スエーデン、スペイン、ネパールがよくわかりました

防災マップ作成 (外国人委員会)
IIAと市・国際交流課のコラボレーション事業である「外国

また 市川市防災アプリ

人のための防災マップ作り」に「外国人の皆さんの声を聞かせ

の活用も推進。今年の1

て下さ〜い」と交流課より、依頼があり、6月8日、9か国11

2月末に実用的な新防

人の外国人委員会のメンバーが集まりました。

災マップが完成予定です。

分かりやすく、使いやすい防災マップ作り、携帯しやすいサイ

（⾦ 庭希）

ズや地域別色分け、フリガナ表記、等々について、意⾒を交
わしました。

もうすぐ皆さんにお届けします
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茶話会 (外国人委員会)
6月20日

八幡市⺠談話室集会室

と情報が出され、市川在住外国人の交流に役⽴てたいと思

外国人のネットワーク作りを目標として、外国人委員会の

います。

（田中 ローラ アイアン）

今年度初めてのイベント「茶話会」を⾏いました。中国、フィリ
ピン、韓国、台湾、ネパール、ベトナム、ケニヤ、日本の方々
が大人38人、子供11人、計49人でした。幼児のために遊
び場を設けたので保護者たちは安心して参加できました。
第一部はIIAの紹介と外国人委員会の方針、及び今年度
計画を説明し、他委員会との共催⾏事についても話しまし
た。
第二部では３つのグループに分かれ、「知りたい情報」と「外
国人同士でできること」について情報交換し、まとめを発表し
ました。外国人委員会の計画の参考となる素晴らしい意⾒

新体制下での第1回イベント

私でも「江戸つまみかんざし」を作れました
千葉県の指定伝統工芸のひとつである「江⼾つまみかんざ

（ホームステイ・ビジット委員会）

なく世界にも発信されています。

し」の講習会が6月22日に⾏われました。講師は50年以上
の経験をおもちの穂積実さん。写真にもある通り、非常に手

興味深い講師のお話が終わるころには糊も渇き、完成した
色とりどりの髪留めがテーブルに並べられたその美しさに「きれ

の込んだアート作品を作るということで、参加者はワクワク感

い！」と声を上げる参加者もいれば、写真をとる人まで、各々

と同時に少し不安を感じながら講習に臨みました。

が感激しました。次回の講習会が楽しみです。

最初は講師の説明に⼾惑いながらも、ピンセットを使い花

（村上 佐⾥）

弁を数回折り曲げ、それに糊をつける。次に髪留めピンにそ
の花弁を花のように並べ、最後に中心部の花序をボンドで
接着する。あとはドライヤーで糊をかわかして完成。約２時
間で江⼾時代の初期より伝わる色鮮やかな髪飾りが完成。
糊が乾くまでの間、穂積講師からその多忙な活動に関する
お話をいただきました。講師のアトリエには平日だけでなく、日
曜日も江⼾かんざしを学びたい生徒が訪れるということです。
また七五三や成人式の際に、晴れ着の引き⽴て役である
「江⼾かんざし」の注文が、大手デパートや有名子供向けの
会社から大量に入るため、アトリエスタッフは大忙し。その合

目指すはこのレベル

間をぬって、穂積講師はテレビ出演をする際には、この伝統

一心不乱、集中、集中

工芸を後世にも伝えていくべく、その素晴らしさを日本だけで

市川市在住外国人登録者数及び上位10カ国の人数
2015年5月31日現在 （ ）内は前年同月数
①中国

5,307（5,099）②韓国 ※

1,381(1,397) ③フィリピン

⑤ベトナム

545（ 313）⑥タイ

424(

418) ⑦インド

⑨台湾

289（ 209）⑩米国

226(

225）

1,342（1,322）④ネパール
383（ 427）⑧スリランカ

587（510）
317 （－）

総数104ヵ国12,670人（99ヵ国 11,831人） 市川市総人口数475,587人（471,477人）
※朝鮮人75人（77人）は含まず
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シリーズ

わたしの母国

わたしの市川 (1)

在住外国人の方々に、出身国、市川での生活などを語っていただく新企画です。
第１回はエマ

パーカさん（ニュージーランド）

パーカ夫妻は2010年にワーキングホリデービザで初めて日本に来て、色々なすばらしい所

を⾒て、ここで子どもたちを育てたいと思いました。東日本大震災のその日に再来日し、市川
での生活をスタートさせました。ご主人はナショナルタッチラグビーチーム（６人制）のヘッ
ドコーチで、東京にある２つの７人制ラグビーチームのコーチでもあります。

⻑⼥は⺟国の中学校に残してきましたが、次⼥は中山小学校、⻑男は来年の4月から幼稚園

に⾏きます。家族みんなで市川生活を楽しんでいます。ここは子どもたちを楽しませてくれる
施設が一杯あり、町の中を自転⾞で走り回り、新しい場所を発⾒するのが大好きだそうです。
市川は家族連れにはとても住み易く、東京では怖くて味わえないベビーカーでの子どもとの散

策も楽しんでいます。市川の人たちはとってもフレンドリーで、近所を歩いていると挨拶をし

てくれます。次⼥の幼稚園、小学校を通じて、⻑男を連れてゆくプレールーム、Buddiesや図
書館を通じて、沢山のすばらしい友達も出来ました。

2013年のインターデイで
エマさんと愛息

第４子出産のために、この夏帰国しますが、来年にはまた住み易いこの市川に戻ってくるそうです。

Hi, ｍy name is Emma Paaka and I am from a small town called Motueka in New Zealand.

New Zealand is a country in the southwestern Pacific Ocean consisting of 2 main islands, both
marked by volcanoes and glaciation. The population of New Zealand is around 4.5million.
While the far north has subtropical weather during summer,

and inland alpine areas of the South island can be as cold as -

10°C in winter, most of the country lies close to the coast, which means mild
temperatures, moderate rainfall, and abundant sunshine.

Much of New Zealand’ s spectacular landscape and scenery, including Mt.

Victoria, the Fiordland and Southern Lakes, recently became the dramatic
“The Hobbit” trilogies.

setting for the mythical “Middle Earth” in Peter Jackson’s Lord of the Rings” and

Motueka is a seaside town on the western side of Tasman Bay, in the northern part of New Zealand’s South
Island. It is a short 15-minute drive to the entrance of the world-famous Abel Tasman National Park.

Motueka is the third largest town in the Nelson Province with a population of about 7,600. The economy of
Motueka is based on horticulture, agriculture, fishing, forestry and tourism.

The long summer days and mild winters attract many people to the town. The climate is one of the best in
New Zealand, with the average summer temperature being 23° C and 13° C in winter. The area has on
average 2,400 hours of sunshine (one of the highest in New Zealand).
私はニュージーランドの小さな町モツエカから来たエマ

パーカです。

ニュージーランドは南⻄太平洋に浮かぶ火山と氷河に代表される2つの島からなる国です。人口は450万人。北部は、夏
には亜熱帯、南の島の内陸は冬には-10°ｃの寒さになりますが、国の多くは海に面していて、気候は温暖で、ほどほど
の雨と豊富な陽光がさします。

ビクトリア山、フィヨルドランドと南の湖などの素晴らしい景色はピータ

リングス」「ホビット」の各3部作で描かれる神話の世界「中つ国（ミドル

ジャクソン監督の映画「ロード

アース）」の舞台となりました。

モツエカは南の島の北部、タスマニア湾⻄岸に位置し、世界的に有名なアベル

オブ

ザ

タスマン国⽴公園入口まで⾞で15分

足らずです。人口7,600人で、ネルソン州で3番目に大きい町です。主な経済は園芸、農業、漁業、森林業、観光です。

⻑い夏と温暖な冬は多くの人を魅了します。天候はニュージーランドでも1，2位の良さで、夏の平均気温は23°C、冬は
13°Cで、陽光がさす時間はニュージーランドで最も⻑く平均2,400時間です。
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イ ベ ン

ト

報 7月～10月

情

◆第1回フランス語講座 （イッシー市委員会）

日時：

八幡街回遊展関連

8月1日（土） 9:30-10:00 委員会
10:00-10:50 フランス語講座

昨年に引き続き、本年もIIAは回遊展に参加することになりまし
た。友人にIIAを紹介できる絶好のチャンスです。乞う、来場

場所：
中央公⺠館第１会議室
費用：
500円
申込み（要）： 小倉 Phone:047-373-4581
どなたでもお気軽にご参加ください。

◆IIA紹介（IIA）
日時：
9月26日（土）27日（日）
場所：
八幡市⺠談話室１階ロビー
問合せ：
IIA事務局 Phone: 047-332-0100
IIAの活動をパネル、展示品などで興味深く説明します。

◆講演「強運のアメリカ大統領」（ガーデナ市委員会）

日時：

9月4日(⾦) 13:30-15:30

場所：

八幡市⺠談話室5階集会室4

内容：
講師：

貧困から富と名声を獲得したフォード大統領
邊牟木 廣海（へむき・ひろみ）氏

連絡先：

山本

費用：

300円

怜

◆世界のフード＆マーケット（異文化・外国人委員会）
日時：
9月26日（土）27日（日）
場所：
京葉ガス市川ショールーム
連絡先：
村井 Phone: 047-379-3737
田中 Phone: 070-5072-0355

FAX:047-339-0196または
E-mail: rayyama@icnet.ne.jp

◆楽しいドイツ語講座 （ローゼンハイム市委員会）

日時：
場所：

◆中国語研究会（通訳・翻訳委員会）

９月６日（日）13:00-15:00
八幡市⺠談話室5階集会室4

連絡先：

逸⾒

場所：

連絡先：

栗田

八幡市⺠談話室

Phone: 047-323-3041(夜間）

◆講習会（予告） 「手づくり土産」（仮称）（ガーデナ市ロー
ゼンハイム市委員会）
日時：
10月7日(水) の午後の予定

◆中国語教室（楽山市委員会）

9月8日（火）14:00-16:00

9月13日（日）13:30-15:30

場所：

参加費： 500円(飲み物つき)
連絡先： 後関 Phone:090-8720-2841
ドイツ語で歌を唄ったり、テキストで日常会話などを学
びます。色々なレベルの人が集まっています。

日時：

日時：

八幡市⺠談話室集会室１

場所：

八幡市⺠談話室集会室2,3

内容：

11月に来市するローゼンハイム市公式代表団・

市⺠団を歓迎して、手づくりのお土産を作ります。詳細はHPで。

Phone: 047-333-7412

新入会員（4～6/2015）
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
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、⻘：⻘年部会

木村 美由紀（きむら みゆき）①日本②英語、仏語
③
ガ、ロ、イ、通
宗像 正枝（むなかた まさえ）①日本 ③ガ、楽、メ、ロ、
イ、異
奥住 慶子（おくずみ けいこ）①日本②英語③日、通、異

(敬称略）

石原 絵⾥（いしはら えり）
①日本 ③日
Maharjan Amita（まはるじゃん あみた）①ネパール

③異、外

小林 Rowena（こばやし ろうぇな）①フィリピン

いよ いよ 平成 二七 年 度

会 は総 会 を 開 い て、 今 期

が スタ ー ト し て、 各 委 員

の活 動 を 活 発 化 さ せ て い

ま す 。 編 集 し て いる と 、

そ の活 動 状 況が と てもよ

く わ か り ます 。今 号 は そ

ん な状 況 を 反映 し 、 新 シ

リ ーズ 「私 の⺟ 国 」 も 含

め て、 通 常 よ り 二 ペ ー ジ

多 い十 ページ です。

所 属 の委 員 会 の⾏ 事 だ

け でな く 、 他 の委 員 会 の

活 動 を 知 る と 、 いろ いろ

参 考 に な る の では な い で

し ょうか。

広 報 は これ か ら のイ ベ

ント も 盛 りだ く さ ん 掲 載

し て いく つも り です 。 隔

月 の会報だ け でなく、ホー

ム ペ ー ジ では毎 月 イ ベ ン

ト を お知 ら せ し 、 会 員 の

皆 様 が 、 参 加 を 逃 す こと

のな いよ う お 手 伝 いし ま

す。

八 月 に は 、各 委 員会 の

ホ ー ム ペー ジ を 更新 す る

予定 です 。 過 去 六 か 月 に

開催 した ⾏ 事 を掲 載 し、

委 員 会 の活 動 の集 大 成 を

剛

読 む ことが でき ま す 。 楽

篠原

しみにし ていてくだ さ い。

広 報 委 員会
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編集後記

③ホ、異、外

