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にぎやかに いっしょに 正月 たのしんだ
New Year Festa 2016
ニューイヤーフェスタ(NYF)2016は1月24日午前11時より、市川市勤労福祉センターでIIA会員、市川市在住外
国人、市担当部局職員等300人余が参加して開催されました。
オープニングでは伝統的な獅子舞の後、成田会⻑が「新年、明けましておめでとうございます。本日は日本の
正月のみならず、世界の正月ということで皆様とともに楽しみたいと思います」と挨拶し「IIAでは外国の方が市
川に住んで良かったと思えるような居場所、語り合う場所を用意して皆様をお待ちしております」と結びました。
続いて大久保市川市⻑のメッセージ「世界を⾒渡しますと、国際社会には様々な問題があり、心を痛めることが
ありますが、ここ市川の地で食べ物、音楽、⺠族舞踊等世界各国の文化を通じ、外国の方と交流いただき、楽し
い一日となることを期待します」と森田次⻑が代読しました。
会場中央では餅つきの実演が⾏われ、つきたての「ふるまい餅」が参加者に配られてすっかり正月の気分になっ
ていました。
ステージでは参加者が一緒になって楽しむ世界のダンス、音楽等で会場が盛り上がり、後方の販売コーナーで
はお国自慢の料理がならべられ、参加者は各国の料理を興味深く味わっていました。ステージ及び販売コーナー
の詳細レポートはきれいな写真とともにP2、P3をご覧ください。
予想を上回る数の参加者の目の輝きを⾒てNYF2016の成功を実感しました。
これからは、一人でも多くの外国人が国際交流のよろこびを体感できるこのようなイベントがますます必要に
なると思われます。NYF2016にご尽⼒された皆様に感謝！！
広報委員会 加澤 和三

2016年度IIA総会・交流会のお知らせ
総会

交流会

日時：4月24日（日）10:30-11:30

時間：

議題：2015年度結果報告、16年度事業計画

アトラクション：台湾⺠族舞踊

場所：市川市勤労福祉センタ― 南八幡2-20-1

参加費： 1,000円

講演：大久保博市川市⻑ (11:30-12:10予定）

食べ物、飲み物を用意いたしますので、会員同士の

参加費：無料

会費納入のお願い

交流を深め、意⾒交換をしてください。

IIAの活動は会員の皆様の会費で支えられています。最近うっかり納入を忘れら
れる方が多いようです。よろしくご協⼒のほどお願い申し上げます。

◆もくじ◆
Ｐ２… New Year Festa ステージ
Ｐ３… NYFヤタイ、災害時私たちにできること
Ｐ４… 日本インドネシア協会訪問、バスツアー「三溪園と中華街」
Ｐ５… ゴミの分別、削減。フリートーク会、仏料理教室
Ｐ６… 始皇帝と大兵馬俑展、中華街春節、フランスあれこれ
Ｐ７… シリーズ：わたしの⺟国、わたしの市川「ミャンマー編」
Ｐ８… イベント情報、新入会員、外国人数、編集後記
別刷り（2ページ：表、裏）：

12:25-14:30(総会終了後）

New Year Festa 写真集
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獅子舞 市川市平田囃子保存会の方々が正月を祝う

織と袴姿、親族も5つ紋の⿊留袖に⾦銀緞子の豪華な帯

わくと浮き⽴つような囃子に合わせて獅子の登場です。

日本には人生の大切な節目節目に、伝統的な着物を身

「寿の舞」を披露してくれました（①－④）軽妙でわく

を身につけて、両家の婚礼を祝います。

獅子は神様を喜ばせるために天から降りてきて、⻩⾦の

につける文化があります。これらの着物を着たモデルも、

り」が投げ込まれるとその大きな口で全て食べ、成田会

日本語スピーチ 次はIIAの日本語教室で一生懸命

頭を動かしながら身体全体を使って舞います。「御ひね

着付けた方もお疲れ様でした。

⻑から、お札の御ひねりを頂くと、とってもとっても元

日本語を学んでいる5人が、その成果を日本語で発表し

会場では大勢が我先に噛んでもらっていました。

実に上手な日本語です。インドネシアから日本に来て、

気になりました。獅子に噛まれると厄払いができるので、

餅つき 次は日本の昔ながらの方法での正月の餅つ

てくれました（⑫－⑮）学び始めてまだ日も浅いのに、
学校にプールがあることに驚いたこと、中華料理の食材

き（⑤－⑨）手なれた方々の指導の下、蒸しあがったも

や4大中華料理の違いについて、日本と中国の生活・文

ち米を、外国の子ども達や⼥性が盛んに杵を振り、つき

あげました。まだ湯気が出ていそうなつきたてのお餅を、
小豆ぜんざいに入れ、振舞われました。その美味しさと
いったらなかったです。

化の違い、内モンゴルのこと、ネパールの大地震のこと
など皆さん上手に、熱く話してくれました。また子ども
日本語教室の皆さんはそれぞれの出身地の⾏事で一年間
のカレンダーを作り、替え歌にしてくれました。実に面

⺠族音楽 舞台ではインドネシアからの留学生やイ

白かったですね。

の楽器アンクルンを奏でて「花は咲く」や「インドネシ

⺠族舞踊 そして華やかに始まりました、各国の⼥
性が、美しい衣装を身にまとい、伝統的な音楽に乗って

ティックというとても美しい⺠族衣装も⾒どころです。

中国は美脚がスリットから⾒え隠れするチャイナドレ

ンドネシアソサエティーの人たち22人が、インドネシア
アプサカ」などを合唱してくれました（⑩）クバヤやパ

のダンスです。

スを着てのダンス（㉖）次はタイのお正月を祝う、蘭の

その音は、竹の軽やかさや、優しさ、可愛いらしさで、
心を明るく弾ませてくれます。

ステージ

ブーケを持った美しい⼥性2人による優雅で柔らかいダ

ここでちょっと小休止。軽食をしながら

ンス（㉘）次に5色のカラフルなドレスでクルクルと舞

ンド、Lumadによる演奏が会場の雰囲気をこの上なく

ダンス（㉗）再び中国。4000年の歴史、太極拳のダン

の歓談の時間です。フィリピンの伝統楽器を使った生バ

い、楽しく夢⾒るようなフィリピンのローソクを使った

盛り上げます（㉛－㉝）
ファッションショー ⻑時間待って頂いたモデルさん達、あ

ス（㉙）そして最後は日本。浴衣に花笠を持って、山形

の花笠音頭を踊ってくれました（㉚）会場の皆さんも次々

りがとうございました。日本人の一生を、表現した「着

に飛び入りして、大賑わい。

福引 そしておたのしみの福引（㊱㊲）3等賞以上は

物ファッションショー」の始まりです。モデルはすべて
外国の人たちです（⑯－⑱）

抽選会です。自分の番号札が選ばれるのをワクワクしな

様にお参りします。赤ちゃんの着物の紐を、首の後ろで

賞品が当たった方！おめでとうございます！今年は春か

お⺟さんは生まれて1か月の赤ちゃんと、地元の守神

がら待ちました。高級ボールペンや図書券など、素敵な

結んで留める独特な着物姿です。

七五三のお祝いは、子どもが成⻑できたことを感謝し、

ら縁起が良いですねえ！！景品を寄付していただいた会
員の皆様ありがとうございました。

て神社にお参りします。

フィナーレ フィリピンバンドの生演奏はコーリン
タン・ヒイガロン・クビンなどの伝統楽器を使って、こ

颯爽とした袴姿はいかにも活動しやすい和装です。社会

ました。IVISは島唄をコラボしてくれました。

幼児から少年少⼥期への節目に⻑寿を願い、晴れ着を着

晴れ舞台の卒業式。真っ直ぐに進む矢羽根柄の着物に、

のお正月の楽しく明るい前向きな気持ちを聴かせてくれ
最後に実⾏委員⻑の永⻑副会⻑が、市川市に住む外国

に進出する⼥性の卒業式にぴったりです。

成人式。大振袖に豪華な帯結びをし、華やかな晴れ着

の方が安心して、楽しくこの市川で暮らせるよう、IIA
が協⼒、支援していこうと話しました。

で成人になったことを祝います。

婚礼の衣裳。花嫁は文⾦高島田に髪を結い、角隠しを

被って、白無垢や色内掛けを着ます。花婿は紋付きの羽
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（田所みや子）
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New Year Festa ヤタイ
開店前から大盛況。多くの人が屋台前に列を作りました。 た南米風ミートパイ（㉒）パイの中には玉ねぎ、にんにく

スリランカ のブースで、スペシャル・チキンカレー、

や卵が入り、⾒た目にもおいしそうですが、味も抜群。チー

売するのはレストランオーナーのV.G.R.ランデマさん。ス

た目以上に料理に手間がかかるそうです。両方とも共通し

チキン・フライド・ライスやフィッシュ・カトレットを販

ズの入ったピーマン煮込みである、チレ・レジェーロは⾒

リランカの料理（㉓）は日本と同じ鰹節を出汁として利用

ているのが、野菜など具だくさん。南米料理の特徴で、非

したり、そのままほぐして魚のコロッケに使うなど、日本

常にヘルシーな味でした。これらは普段、料理教室の講師

人には馴染みある味。チキンカレーも評判がよく、“美味し

をされている⼥性によるお料理です。

ベトナム からはモチモチ感たっぷりの揚げ春巻き（チ

い”の声があちらこちらできこえました。

インドネシア からは、日本でもなじみ深いナシゴレン

キン）と、ピリッと甘辛ベトナム風唐揚げ（⑲）これは正
月料理だそうですが、味がしっかりとしてお箸が止まらな

（チャーハン）、サテアヤム（焼き鳥）とサテバリ（つく
ね焼き）の焼き鳥三点はインドネシアのお煎餅と一緒に食

いおいしさでした。

中国からはお馴染みのゴマ団子（㉔）中の餡があっさり

べるのがおいしく頂くコツだそうです（㉕）

として食べやすく、外のゴマのサクサク感と相まって想像

インドネシア語講座：サテ→くし刺し、アヤム→鶏、

通りおいしかったです。

ナシ→米、ゴレン→炒める

ネパールからはヨマリとよばれる独特の形をしたお餅

今回は初めての屋台でした。予想以上の来場者のため、

（㉑）米粉を蒸して作った、白い涙の形をしたお餅の中は、 販売が早く終わったところもあり、多くの方にご迷惑をお
⿊砂糖とヤシの実などの餡がはいった甘いお饅頭のような

かけしました。誠に申し訳ありませんでした。次回はこの

食べ物。懐かしい味がするヨマリ、また食べてみたいです。 ようなことがないようにいたしますので、どうぞご容赦く

チリのブースでは、エンパナーダと呼ばれる具の沢山入っ

ださい。

バスツアー「横浜三溪園と中華街 」 災害時私たちにできること
来月であの大震災から5年が経とうとしています。あの
ような時、我々は何ができるのでしょうか。少しでも震
災に備えようと、2月7日10時からアイリンクセンターで

（村上 佐⾥）

（市川市・IIA）（IIA、異文化交流委員会・外国人委員会）

直下型地震等の大規模な災害
発生時に、「災害現地対策本
部」等が置かれる首都圏広域

市川市とIIA共催でセミナー「災害時私たちにできること」
が開催されました。旧暦の大晦日にもかかわらず外国人
を含めた40人近くが集まりました。
市川市には100ヵ国以上の人が住んでいます。災害が発
生した時、言葉の壁はどのように取り除けますか。通翻
委員会が扱える言語も9ヵ国です。そんな中で役⽴てたい

防災のヘッドクォーター及び
広域支援部隊等のベースキャ
ンプ、災害医療の支援基地と
もなる防災拠点施設です。普
段は防災体験学習施設として、
開放されており、我々も地震

のが阪神・淡路大震災の教訓から生まれた「やさしい日
本語」だれにでも「わかりやすいにほんご」
「津波が来ます。高台に避難してください」でなく
「おおきいなみがくるぞー。たかいところににげろ」こ
んなことを勉強しました。講師は横須賀市市⺠部次⻑で

グループワークで発表中

災害を疑似体験してきました。現場はビルが傾き、⾞が
つぶされ、ガスが噴出しています。そこで何をするべき
かをゲーム感覚で、貸与されたタブレットが聞いてきて、
正解をクリックして点数を競います。そのほかに災害時
に必要な機材、備蓄品等の展示がありました。

衣笠⾏政センター館⻑の松本義弘氏。
ワークショップでは「本日18時から市川市社会福祉協
議会による炊き出しがあります」などをやさしい日本語
に直すグループワーク。みなさんも考えてみませんか。
最後を⾒てください。やさしい日本語に正解はないので
すが、こんな言い方がひとつの例でした。機転が必要で

災害を、興味を持って学ぶことができた有意義な一日
でした。
（篠原 剛）
解答のほんの一例「きょう の よる ６ じ から、あたたか
い たべもの が、もらえます。おかね は いりません。な
らんで ください」 ポイントは夜、暖かい、もらえる、

した。
午後からは江東区有明にある「そなエリア」に。首都

おかね、ならぶ、そして余白でした。
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バスツアー「横浜三溪園と中華街 」日本インドネシア協会訪問

（メダン市委員会）（IIA、異文化交流委員会・外国人委員会 ）

◆看護師・介護福祉士について

2月1日、⻄村委員⻑と3人の委員は、中央区入船にある

日本インドネシア協会を訪問しました。商社マンとして

日本はインドネシア人の看護師・介護福祉士の受け入

16年間インドネシアに駐在された経験を持つ寺村専務理

れを早い時期から始めたのですが、国家試験に合格する

当協会は、昭和33年に外務省及び現在の経済産業省の

験にしないで、英語を交えた試験問題、試験時間の延⻑

事より多方面に渡るお話を伺いました。

人が少ないので、協会は支援活動をし、日本人と同じ試

管轄下に設⽴されたもので、日本・インドネシア間の友

などの改善要請をしているそうです。

好親善、並びに経済交流の促進、及び文化交流を通じ相

◆冬物衣料の寄贈

互の理解を深めることを目的としています。友好親善訪

家に眠っている冬物衣料を、夏服しか持っていないイ

問団の派遣、定期刊⾏物の発⾏、講演会の開催等を⾏っ

ンドネシア人に寄贈しているとの事です。当初個人会員

会です。

あるそうです。

ており、法人会員205社、個人会員346人という大きな協

からのものだけでしたが、最近は企業から大量の寄付が

◆ 1月に起きたテロ後の治安について

◆文化交流について

今は落ち着いていて、今夏市川の高校生が派遣される

インドネシアの学生による日本語ミュージカル

メダン市は大丈夫だそうです。昔に比べ中流階級以上の

ＥＮ塾公演予定

まだ苦しく、簡単に悪の道に入ってしまう恐れがあるそ

場所：江⼾川区総合文化センター

人の給料は上がってきましたが、底辺の人の生活はまだ

劇団

日時：4月5日（火）6日（水）18:30〜

うです。

題名：｢時代検証アプリ192〜伊国｣

チケット代：大人2000円、学生1500円

バスツアー「横浜三溪園と中華街 」バスツアー「横浜三溪園と中華街」

（⻘野 雅子）

（異文化交流委員会・日本語教室委員会）（IIA、異文化交流委員会・外国人委員会）

恒例の今年2回目のバスツアーを日本語教室および異文

ながら少し早すぎましたけれど、数本の紅葉した木々をバッ

くこの日は前夜から激しい雨に⾒舞われ、朝になってもま

その後、お昼近くに東アジア最大の中華街である、横浜

化交流委員会の共催で11月15日に実施しました。あいに

クに携帯のシャッターを押していました。

だ小雨が降り続いていました。しかし参加者は集合時間に

中華街へ移動しました。ちょうど、11月はチャイナタウン

できました。参加者は常連、初参加を含め、8ヵ国からの

の観光客で賑わい、狭い道がいっそう狭く感じられました。

遅れることもなく、バスは定刻に市役所を出発することが
外国人で、大人と子供合わせて38人の参加者と9人のボラ
ンティアで満員となりました。

霧雨煙る湾岸道路を横浜市にある中華街と日本庭園で有

名な三渓園を目指しました。混雑することもなく横浜のラ
ンドマークであるベイブリッジを過ぎるあたりから、雨は
上がり明るくなってきました。最初の目的地横浜三渓園で

フードフェスティバルが開催され、日曜日と相まって多く
ここでそれぞれ思い思いの食事をし、道に迷いながら、そ
れぞれの路地やお店で買い物をして、集合場所の山下公園
へ向かいました。

外国人の中には、海を⾒るのは初めてという人もいて、

飛び跳ねている魚や⾏き交う様々な船に目を奪われていま
した。桟橋につながれている、日本人にはおなじみの氷川

英語と日本語のボランティアに分かれて説明を聞きました。 丸をバックに写真を撮って旅の思い出のアルバム作りに懸
三渓園は明治時代末から大正時代にかけて製糸・生糸貿易
で財をなした横浜の実業家・原三渓が東京湾に面した谷あ

未練を残しながら横浜を後にし、帰りのバスの中では横

いの地に作り上げた広大な日本

浜で探したお土産品を賞品にしたビンゴゲーム大会があり、

められた歴史的建造物と四季折々

外国人の参加者は早くも次のツアーの事を聞く人もいて

庭園で、京都や鎌倉などから集

数字の勉強をしながら全員に素敵な景品が贈られました。

の自然とが⾒事に調和した景観

大いに期待されていることがわかりました。今回のツアー

員の話に耳を傾けていました。

しんでもらえたことを感謝いたします。

でした。外国人の参加者は説明
古い日本をまなぶ

命でした。

庭園内のもみじの紅葉には残念

もボランティアの方々の努⼒でつつがなく終了し、皆に楽
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バスツアー「横浜三溪園と中華街私たちが率先します：ごみはきちんと分別、そして削減

（外国人委員会）（IIA、異文化交流委員会・外国人委員会）

由市川市循環型社會推進課的協⼒和指導下進⾏関於垃

11月14日市川南仮設庁舍集会室にて市川市に住んでい

る外国人の為にごみを減らす為の講習が⾏われました。

圾的減量、資源垃圾回收再利用和垃圾正確清出分類方法、

用などを分かりやすく説明してくれました。特にゴミを

煩、 对整個大環境做必要的維護盡一份心。並以投影的方

另外指定的收集所不讓鄰居和收集工作者增加不必要的麻

市川市循環型社会推進課が、ゴミの分別、回収、再利

減らさなければならないこと、動画を使って市川市のご

式介紹市川市垃圾焚化中心、目前使用的焚化中心己⽼舊、

に話してくれました。参加された各国の25人の方達はそ

人能理解合作、譲曰常生活所產生的垃圾能 夠減量。看了

再過幾年就不敷使用、必需再建造新的、希望在住的外國

み処理場が古く処理能⼒が限界に達していることを切実

市役所指導員精心製作

の話を真剣に聞きました。ゴミを減らす為に努⼒をしよ

的影片和講解後、舉辦

うと話し合いました。

有獎徵答以加深與會者

そして、第二部の茶話会に入り、話題はやはりゴミ問

的印象、大家擁躍擧手

題について。自分の国はこの方法でゴミを減らしました
とか、それぞれの感想を言いました。

參加。這次充實有益義

（鈴木迎慶）

的茶話會參加者共計25

(中国語訳) 外國人委員會11月14日地點是市川南仮設

名。

庁舍集會室、主題是住在市川市外國人能夠对 拉圾處理方
式有所関心與認識。

（高松 玲美）

バスツアー「横浜三溪園と中華街」 生活に役立ったフリートーク会
12月12日、外国人委員会の第4回茶話会が⾏われました。
今回の茶話会は今までにない形で、話題などすべて設定

生活に密着した問題に真剣に討論

（外国人委員会）（IIA、異文化交流委員会・外国人委員会）

為に一生懸命日本語を勉強していました。
ある方が日本に来て16年目に

しませんでした。完全に自由な形で話したいことを話し、

なりましたけど、日本での子育

クリスマスと忘年会を一つにして食べ物、飲み物を持

た。IIAと出会ったお蔭で話し

聞きたいことを聞く形でした。

参して16人の方が参加されました（日本人3人、韓国人1

ての悩みを一人で抱えていまし
相手を⾒つけました。同じ経験

人、台湾人2人、中国人10人）

を持つお⺟さんとよいお友達に

日本に来てまだ間もない方がいますので、言葉も自国

なりました。

の言葉を使いました。持参した食べ物を皆が一緒に食べ

話したいことを自由に

この話、あの話などまだ話したいことがいっぱいある

ながら、日本にきて日本での生活に困ったこと、楽しかっ

のに時間になりました。愉快な雰囲気の中でフリートー

たことなどを話しました。皆が日本の生活に早く慣れる

（鈴木 迎慶）

クが終わりました。

バスツアー「横浜三溪園と中華街 」フランス料理教室
12月7日、昨年度に続き、今年度もフランス料理講習会

（イッシー市委員会）（IIA、異文化交流委員会・外国人委員会）
と叫びました。焦げないようにと火が弱かったようです。

が⾏われました。講師は昨年度と同じShadi Dubois先生

強火にし、焦げないように、みんな必死でした。だんだ

です。まず、先生が"Bonjour Je m’appelle Shadi

ん、とろみがでてきて、色も美味しそうになりました。

Dubois"と自己紹介しました。続いて「では、 みなさん、

その間、シャンソンが流れるなか、フランス語のレッ

自分の名前を言って下さい」一人ひとりがフランス語で

スン、会話が聞こえてきました。Shadi先生は音楽に合わ

自己紹介し、みんなの気持ちが和みました。

せて踊ったりと、皆、和やかに、楽しそうでした。

メニューは「フリカッセ」、鶏肉の煮込み料理です。

サラダをつくり、焼き⽴てフランス

玉ねぎと鶏肉をよく炒めて、先生ご持参の、フランスの

パン、先生の持ってきて下さったフラ

くお手本を⾒せてくれました。みな、それぞれのテーブ

す。とてもこくがある美味しいフリカッ

フォンドボー、生クリームで煮込んでいきます。手際よ

ンスのチーズ、紅茶も加わり、会食で

ルにつき、調理し始めました。が、なかなか、お手本の

セ（写真）でした。Shadi先生の「ま

ようにきつね色の美味しそうな色ととろみが出ません、

た作りましょう！」で、来年度を期待

先生が各テーブルを回り、火⼒を確かめ、もっと強く！

して終了しました。
5
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バスツアー「横浜三溪園と中華 始皇帝と大兵馬俑展で学習

（楽山市委員会）（IIA、異文化交流委員会・外国人委員会）

示 されて いるそ

2月9日 楽山市委員会として東京国⽴博物館 (平成館)

で開催中の「始皇帝と大兵馬俑」展の⾒学に⾏きました。

う なので 、いつ

実際に間近で⾒た兵馬俑(俑 = 死者と共に埋葬される人形)

か 実際の 遺跡も

は、想像以上に大きくて、どれも身⻑180㎝位の屈強そう

⾒てみたいです。

な兵士ばかり。一体一体の異なる表情や、役割によって

（加藤 百合)

変わる服装は、⾒ていてとても興味深かったです。他に
も2000年も前(日本では縄文時代)に作られたとは思えな

い副葬品も数多く展示されていて、非常に驚きました。

兵馬俑一体一体から抜け出てきた

中国の秦始皇帝陵博物館には、更にもっと沢山の俑が展

バスツアー「横浜三溪園と中華街 春節雰囲気の横浜中華街
2月8 日は中国では春節、日本では旧暦の正月にあたり
ます。今年は月曜日でしたので、13日の土曜日に楽山市
委員会の有志メンバーで⾏ってきました。

（楽山市委員会）（IIA、異文化交流委員会・外国人委員会 ）

「身体健康」と言って、
「お⾦が儲かりますよ
うに」、「健康であり

中華街は沢山のお店が年々きれいになっていき、古く
からの店が少なくなっています。中華料理も食べ放題の
店が増えたり、日本のすし屋さんまで出てくるようになっ
ています。
そんな中で、今年は古くからの上海料理店で日本語ペ
ラペラの威勢のいいおかみさんのもと、上海餅や龍井蝦

ますように」と言う意
味です。健康はどこの
国でも同じですね。
近くの公園では、春
節を祝って煌びやかな
中国の獅子舞が演じら

仁などの正月料理を皆で美味しく食べました。
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」、

門の下に勢ぞろいしてます

れ、沢山の人たちが背伸びしながら⾒守っていました。
中国からの観光客らしき人たちも大勢いて、国際色豊か
な春節の雰囲気を満喫した一日でした。（逸⾒ 総一郎）

バスツアー「横浜 茶話会 「フランスあれこれ・イッシー市の日本庭園と現況」三 （イッシー市委員会）（IIA、異文化交流委員会・外国人委員会）
２月７日の日曜日、今年度最後の委員会⾏事で講師を
迎えてのお話を聞きました。当日は出席者が多く、椅子
とお茶の用意が足りなくなるほどでした。
フランスについての話は元ＪＴＢツアーコンダクター
の岡田愛氏。イッシー市の現況等については、市川市国

次に国際交流課の角
田氏からは、イッシー
市で造っている「日本
庭園」についての話を
主に、イッシー市内の

出来事，事件と絡み合わせての講話でとても分かりやす
く、興味深く聞けました。
また、⻑年の添乗員経験から、海外旅⾏の選び方、パ
リ及びフランスの⾒どころや旅で気を付けること等私た
ちにとって非常に為になるお話でした。

界の方を案内し、庭園造成の技術指導の通訳や案内等に
あたっている方です。
来年度もこのような会を実施したいと思います。
(野澤 順治)

際交流課の角田由貴氏にお願いいたしました。
岡田氏は⻑年の添乗で培ったフランスの歴史から⾒ど
ころ、食べどころ？等を広くお話ししてくださり、大変
興味深く面白い内容のお話でした。特に私たちが中学か
高校で学習したり、フランスのことを聞いたりするとき
必ず出てくる歴史や人物について系統⽴て、その歴史や

名だたる場所や市⻑さ
んをスライドで紹介し
てくださり、短い時間
写真で分かりやすく説明
でしたが内容のあるお話
でした。角田氏は昨年か
ら今年１月末にかけて３〜４回の渡仏で、市内の造園業
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シ リ ーズ

わたしの母国、わたしの市川（4）：ミャンマー

Ms. SU SU WINT ZAW (ススワィンゾーさん）
ミャンマーから来日して７年目。IIAの日本語ボランティア教室「こんにちは」で日
本語を勉強しています。去年誕生した⻑男には日本名「一（いち）」クンと命名し、
すっかり日本での生活にとけこんでいます。一方ミャンマーと日本の文化交流活動に
も熱心で、年一回東京で開かれるミャンマーフェアーのお世話もされています。

ミャンマーは、東南アジアにあって、インド、バングラ
デシュ、タイ、ラオス、中国などと国境を接しています。
面積は約 67万㎢で人口は約5千万人ぐらいです。主な⺠族
は8つですが小⺠族は130以上もあります。⺠族はそれぞ

です。
ヤンゴンの魅⼒の一つとして⾒られるのは、ヤンゴン市
内からヤンゴン川をフェリーボートで10分ぐらい渡った所
にダラという小さい町があります。ヤンゴン川の両側にあ

ヤンゴンはミャンマーの南の方にあって⻑い歴史をもっ
ているし、古代の建物や近代的な建物、パゴダなどが綺麗
です。ヤンゴンの特徴は大都会であるが⻘々としている大
きい木々がたくさんあって緑が多いことです。もう1つは
シュエダゴンパゴダです。約100mぐらいの高さで、全体

統的な食べ物の他に中華料理、インド料理、タイ料理など
があったが最近は日本、ベトナム、フランス、イタリア、
ロシアなどのレストランも開店するようになりました。
ミャンマーという国は色々な文化を試すことができる国
です。
（ススワィンゾー）

れ違う言葉や文字があるため共通語はミャンマ語です。首
都は10年前までヤンゴンでしたが、中部ミャンマーに新都
市ネピドーができた後、殆どの役所がネピドーに移されて
からヤンゴンは経済首都になりました。それにしてもヤン
ゴンはミャンマーを代表している大都市として世界中に知
られています。

る2つの町ですが、ヤンゴンとダラはずっとちがいます。
ヤンゴンでは近代的な風景がみられるのに対し、向こうで
はまるで田舎の生活を送っている様子が⾒られるのです。
僅か30分もかからない距離なのに生活の仕方が違うのもお
もしろいです。
食べ物の面から⾒ると、ミャンマーではミャンマーの伝

に⾦箔が貼られているシュエダゴンパゴダ（写真左）は町
中どこから⾒ても⾦山のようです。
シュエダゴンの近くに湖が1つと、⾞でちょっと走った
所に1つ、ヤンゴン市内で湖が2つあります。早朝や夕方、
その周辺には散歩やジョギング、運動に来る人たちで賑わっ
ています。それに最近、買い物に⾏けるショッピングセン

[紙面の都合で、太字の部分だけミャンマー語で掲載され
ています。ご了承ください]

ターが増えてきましたが、やはり外国人がミャンマーに来
たら必ず訪れる所はボジョッマーケットです。ミャンマー
で取られた安いものから高いものまでの種々の宝石、ハン
ドメイドのお土産、1時間ぐらい待つだけでその場で作っ
てもらいすぐ着られるミャンマーの伝統的な服、ミャンマー
の伝統的な食べ物、⺠族衣装、ミャンマーの文字や絵があ
るTシャツ（写真右）などを買うことができるマーケット
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イ ベ ン

ト

情

報 ３月～５月

◆中国語教室 (楽山市委員会)

◆第2回市川市インドネシア人会

日時：

日時：

3月8日 （火）16:00〜18:00

場所：

4月12日（火）14:00〜16:00
場所：

八幡市⺠談話室4階集会室1

連絡先： 逸⾒ 総一郎

Phone: 047-333-7412

費用：

連絡先： 栗田 スミエ Phone: 047-323-3041（夜間）

◆手芸 (バデイーズ)
3月4日（⾦) 10：00〜12：00

場所：

駅南公⺠館

費用：
未定
連絡先（要）: 山本

純子

会議室

無料

◆楽しく学ぶドイツ語講座 (ローゼンハイム市委員会)

八幡市⺠談話室

日時：

市川市⽴新浜小学校

連絡先： ⻄村 正寛
FAX：047-371-5308
email：65masa-lon@jcom.zaq.ne.jp

3月13日（日）13:30〜15:30
5月8日 （日） 13:30〜15:30

場所：

3月19日（土） 11:30〜13:00

内容： お抹茶と和菓子をいただきながら、インド
ネシア人と交流しましょう

◆中国語研究会 (通翻委員会)
日時：

(メダン市委員会)

日時：

3月27日（日）13：00〜15：00

場所：

八幡市⺠談話室5階集会室4

参加費:

500円

連絡先:

後関 正 Phone: 047-358-0278

ドイツ語が少しわかる人、出来ない人にも分りやすく、
誰でも参加できる集まりです。お茶を飲みながら、お

Phone: 047-332-6570

しゃべりを楽しみませんか。

新入会員（11月～2月）
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

Helen Manukay (ヘレン マヌカイ) ③異、外
佐藤 マルリーン（さとう マルリーン）①フィリピン③異、
外

落合 理恵（おちあい りえ）
① 日本 ③ ガ 、メ 、 ロ、
イ、ホ、異
乗本 及輔（のりもと だいすけ）①日本②英語③通、異
高木 正平（たかぎ しょうへい）①日本

木村 茂（きむら しげる）
①日本
及川 扇翠（おいかわ せんすい）①日本③ガ、楽、メ、ロ、
イ

高木 敏子（たかぎ としこ）
①日本
Mary Ann B.Taguchi （メアリーアン たぐち）
①フィリピン③異、外
Janet Miyazaki (ジャネット

伊藤 雅之（いとう まさゆき） ①日本③日
大島 雅裕（おおしま まさひろ) ①日本③ガ、メ、通、異

みやざき)
①フィリピン③異、外

市川市在住外国人登録者数及び上位10カ国の人数
①中国

5,544(5,189）②韓国 ※

(敬称略）

1,388(1,395）③フィリピン

⑤ベトナム

599( 421) ⑥タイ

439( 426) ⑦インド

⑨台湾

325( 255) ⑩米国

224( 222)

2016年1月31日現在（

）内は昨年同月数

1,342(1,322）④ネパール

651(544）

406( 394) ⑧スリランカ

346(261)

今 回 は 一年 半ぶ り の

カ ラー版 での特集 です。
のよ うな華やかなイ
ベントは、やはりカ ラー
写真が ⾒ご た えが あり、
そ の場 の雰 囲 気 が よ く
伝 わります。

F
Y
N

ウ ェブ を 利 用 し て印
刷 所 を 探 し 、 ほ と んど
紙 代 のよ う な コ ス ト で
印 刷 し てもら えました。
し か も 一月 三 月 号 の合

併 号にしました。
は会 員 の会費 によ
り 運 営 さ れ てお り 、 会
報 も 例 外 では あ り ま せ
ん 。 今 ま で、 年 に 六 回
発⾏ し ており ましたが 、

A
I
I

予算が ひ っ迫 し ており、
配 送 費 用 節 減 のた め 、
今 後 は 五 、 九 、 十 二、
二 月 の 四 回 の発 行 に 余
儀 なくされました。

記 事 の新 鮮 さ 、 タ イ
ム リ ー な イ ベ ン ト の紹
介が難 しくな りますが 、
そ の分 は ホ ー ム ペ ー ジ
の充 実 等 を 図 り 、 会 員
の皆 様 に はご 不自 由 を

お か け し な いよ う 頑 張
り ま す の で、 な に とぞ
ご 了承くださ い。
広報委員⻑ 篠 原 剛
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編集後記

総数 108ヵ国 13,212人（101ヵ国 12,220人） 市川市総人口数 476,583人（472,978人）
※朝鮮75人（76人）は含まず

