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特集 ①

海外都市交流活発！

楽山
楽山市公式代表団

市川市⺠親善訪問団

メダ ン

ガーデナ
ガーデナ市⻘少年代表団

市川市⻘少年代表団メダン市派遣

5月から8月にかけ、海外都市との交流行事が行われま デナ市から青少年代表団が、8月には市川市青少年代表団
した。今年は中国楽山市との友好都市締結35周年を迎え、 がインドネシア、メダン市へ派遣されました。
5月に楽山市公式代表団一行が市川市を訪問、7月には市
どの行事も内容盛りだくさんで、事故や怪我、病人も
川から公式代表団および市民親善団が楽山市を訪れまし なく無事終了し、有意義な国際交流ができました。
た。また、青少年交流も活発に行われ、7月には米国ガー
詳しくは、2、3ページを参照。

◆もくじ◆
Ｐ２…友好都市35周年楽山/市川相互訪問
Ｐ３…青少年交流(ガーデナ青少年来市、市川青少年メダンへ）
Ｐ４…子供たちへ支援広がる(シェフ先生、国際理解教育）
Ｐ５…サバイバル日本語教室、市川市総合防災訓練
Ｐ６…終了行事報告
Ｐ７…終了行事報告、私の母国、私の市川(台湾）

編集・発⾏：市川市国際交流協会広報委員会
発⾏責任者：篠原 剛
〒272-0021
市川市八幡2-4-8八幡市⺠談話室6階
Phone: 047（332）0100
Fax:
047（332）0101
email:
URL:

Ｐ８…イベント情報、新入会員、在住外国人登録者数

1

info@iia21.jp
http://www.iia21.jp
IIAニュースNo.61

楽山

友好都市締結35周年を記念して相互訪問
楽山市→市川市

(楽山市委員会）

宴席のIIAの皆さんはとても感激し、胸が熱くなる思いに
なりました。
三味線と尺八と琴の女性三重奏団の奏でる美しい音色が
響き渡り、会場は和やかな雰囲気に包まれていました。
宴たけなわになりました頃、成田会長の発声で会場が割
れんばかりの元気いっぱいな中締めでお開きとなりました。
楽山市公式代表団は、市川市では環境に関する施設、市
川市クリーンセンター等を視察され、また、楽山市に縁の
ある須和田公園内の記念碑と郭沫若記念館を見学されまし
た。寥ライ副市長は来市記念に色紙に筆を入れられ、郭沫
若記念館に収めました。
続いて、楽山市公式代表団は日本をあとに、友好都市交
流のためオーストラリアへ巡行されました。
これからも更なる日中友好が続きますよう切に願いまし
た。
(佐藤和子)

楽山市公式代表団来市
5月22日から25日まで、中国楽山市公式代表団6人が来市
されました。
IIAとしては、23日に市川グランドホテルを会場に、歓
迎夕食会を開催し、90人余りが出席する中、寥ライ人民副
市長、載国際資産監督主任、何金文環境保護局長、張得全
安全生産管理局長、王毅投資促進・外事僑務副局長、楊浩
路外事僑務職員を熱烈に歓迎しました。
先ず始めに、大久保 博市川市長は流暢な中国語で祝辞
を述べられ、さすがに市川市にふさわしい市長の歓迎挨拶
でした。公式代表団の団長として、寥ライ副市長からは、
去る4月下旬から5月初旬に楽山市で開催された楽山市峨眉
山茶文化博覧会にIIA代表団が協力参加した事に対してIIA
代表団と会員の皆さんへ丁重なお礼の言葉を頂きました。

銀杏の記念植樹
中日友誼学校にて

市川市→楽山市
市川市民親善訪問団訪問記
7月11日から17日まで一週間、佐藤市川市副市長、稲葉市
川市議会議長らの公式訪問団とともに、市川市民団として
中国四川省楽山市を訪問して来ました。
楽山に着いた翌日の第1番目に、楽山から車で約1時間半
の所にある中日友誼学校を訪ねました。この学校は2001年5
月に、日中友好を願って市川市民の寄付をもとに中国側も
出資して100万元で建てた学校です。現在51人の先生と、約
500人の小学生と中学生が学んでいます。丁度夏休みに入っ
ていて、児童、生徒には会えませんでしたが、魏校長が快
く出迎えてくれました。建てた時の建設資金協力者の碑が
あり、大久保市長他沢山の知った名前が刻まれていて、15
年の時の重さに感慨もひとしおです。
続いて楽山に戻る途中にある沙湾と言う街の郭沫若紀念
館を訪れました。市川市と友好都市を結ぶきっかけとなっ
た郭沫若の生れた街で、生家が残っています。記念館の中
には市川に住んでいたころの郭沫若の写真や書物がたくさ
ん展示され、約1時間ほどかけて、その生涯と業績の説明を
受けました。訪問記念の揮毫や署名をした後、今回の訪問
の目玉の1つである銀杏の木の記念植樹をし、これからも友
好が続くように思いを新たにしました。
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歓迎夕食会

午後は世界遺産で有名な楽山大仏を川に浮かべたボート
から見学し、その大きさに皆ビックリです。
夜はホテルで歓迎夕食会が開かれ、楽山市側から羅主任
が、市川市側からは稲葉議長が挨拶をし、両市の末永い友
好を誓いました。続いて楽山市の歌舞団の演技が始まり、
歌、踊り、演武、雑技と盛りだくさん演じられ、一方市民
団側からは中野さん、永井さん、斎藤さんの3人が日本の踊
りを披露、大拍手を浴びました。参加者の女性は着物やお
洒落な正装で臨み、華やかな雰囲気の中、楽山市の熱いも
てなしに大満足の夕食会でした。
2日目以降は、峨眉山市のお寺、眉山市の三蘇祠、世界遺
産の都江堰、成都に行き、パンダ園や武侯祠などを見学、
それに有名な麻婆豆
腐を始め火鍋などの
美味しい四川料理を
食べ、短いながらも
盛りだくさんの訪問
となりました。
(逸見総一郎)

世界遺産楽山大仏
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ガーデナ

⻘少年交流 ガーデナ市→市川市

7月25日、まだ梅雨明けしない市川に、ガーデナ市青少
年代表の4人と引率1人が到着しました。4人は、15歳から
18歳の高校生で、男性２人、女性２人でした。日頃からボ
ランテイア活動に参加し、ファンド・レイジングで集めた
資金を旅費の一部に充てて実現した旅行です。海外旅行は
初めてという派遣生もいましたが、10時間を超えるフライ
トに疲れも見せず、早速ホストファミリーとの対面式に臨
みました。
引率者の挨拶と派遣生紹介のあと、いよいよホストファ
ミリーとマッチングです。まるで前から知り合いのように
互いに打ち解けて写真に収まりました。
翌日からは、市長・市議会議長表敬訪問、お茶席の体験、
市川学生会とボウリング、千葉商科大学訪問、昴高校訪問、
都内見学、デイズニーシー、いなほ幼稚園訪問、梨農園で
梨狩り体験、学生会との意見交換会、そしてIIA/市共催の
送別夕食会とぎっしりのスケジュールをこなしました。週
の途中で梅雨明け、本格的な暑さがやってきましたが、暑
さに負ける様子もなく、若さを発揮しました。帰国前日の
自由行動日は、市川の若者達と上野、秋葉原、原宿、渋谷
を回ったとのこと、やはり若者らしい選択でした。同世代
の若者と好きな所をめぐり、買い物をし、ワイワイ食事す
るのは、きっと彼らにとっても市川の学生たちにとっても

梨狩体験

⻘少年交流

一番楽しいひと時だったようです。
若者らしいといえば、日米共通してスマホ依存症？、写
真を撮るのも、写真を見せ合うのも、会話の中でもスマホ
が活躍します。ポケモンGOも、もちろん知っていますが今
回は封印しました。
送別会では、ゆかたに着替えて70名以上集まったIIA会
員の歓迎をうけました。派遣生ひとりひとりが今回の訪問
で感じたことを発表しました。印象に残ったことは、ぎゅ
うぎゅう詰めの電車にも乗り込もうとする日本人、お茶の
マナー、日本の文化、日本語を学んだこと、幼稚園でのオ
リジナルの木のおもちゃ、そして市川、日本がいかに安全
であることを知ったこと、などでした。そして4人が皆同
じように、ホストファミリー、市川の学生たち、IIA会員、
市川市の職員の方々に感謝の気持ちを表しました。一生忘
れられない旅行になったという言葉が印象的でした。
8月1日の帰国日、たくさんのお土産を抱えてバスに乗り
込む派遣生たち、その顔は、さびしいお別れというより、
すべてを終えて満足した表情に見えました。
最年少15歳の女子派遣生は、「日本に来るのは私の夢、
その夢がかなった今回の訪問は想像以上に素晴らしかった。
必ずまた来ます」と力強く話してくれました。
（山本 怜）
ボウリングを楽しむ

茶席を体験

ホストファミリーと

メダン

(ガーデナ市委員会）

市川市→メダン市

市川市の青少年相互交流事業の1つとして8月15日から25
日まで代表団7名がインドネシアのメダン市へ派遣されま
した。市国際交流課、青年部学生会とメダン市委員会が協

(メダン市委員会）

力して出発前のオリエンテーションなどで支援を行いまし
た。派遣生リーダーの広瀬由妃さんの感想文です。
(青野 雅子）

メダン市派遣生のリーダーとして、メダン市⻑や日本国総領事に挨拶するという貴重な体験をさせていただけるということで出発前からドキドキ、
ワクワクな気持ちで参加しました。
現地に着くと、⾞はクラクションを沢山鳴らし、⾞よりバイクの方が多く、小さい子が家族をバイクの後ろに乗せて運転していたり、トイレでは、
水を流すボタンは無く手桶の水を使う、風呂はバスタブでなく真水のシャワー、肉と魚の骨も食べるなど、が分かりました。
一番印象に残ったのは、ステイしたお宅には、ドライバーさんがいて、どこに⾏くにも送迎し、私たちの用が済むまで外で待っています。
メイドさんには、食事を作る、皿洗い、洗濯、アイロンがけ、ベッドメーキング、着替えの準備、モーニングコール、縫物、失くした物を一緒に探す、
飲み物やおやつを部屋まで運ぶ、などの事をしてもらうのが当たり前になっていていることに驚きました。
いつも忙しくしているドライバーとメイドさんに、「terima kashi（ありがとう）」とインドネシア語で言うと、とても喜んで笑顔になってくれたのが
嬉しくて、何をしてもらうにも、心を込めてお礼を言い続けました。「ありがとう」という言葉は世界共通で人を幸せにする言葉だという事を強く感
じました。
メダンに⾏かせていただけたお陰でメダンの文化や環境、生活習慣の違いに触れることが出来、沢山のことを感じることが出来ました。メダンで
体験した事は生涯忘れず、将来目指す看護師になっても多くの方に語り継いでいく事がお世話になった皆様への恩返しだと思っています。
28年度メダン市派遣生代表 広瀬由妃
帰国報告会

現地 の高校訪問

ジャングル探険

ゴム園見学
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特集 ②

子供たちへ支援広がる！

シェフ先生

(IIA主催、異文化交流委員会＆外国人委員会担当）

＜小さな国際人の芽を育てよう＞
2016年度IIA新事業「シェフ先生」がスタートしました。
6月１日稲荷木小にはタイの甘ーいココナツのにおい。
同じく25日福栄小にはスリランカのスパイシーなカレーコ
ロッケのにおい。どちらもこどもたちは興味しんしん。作
るのも食べるのも真剣そのものです。料理と試食の後には
楽しいトークタイム。シェフのお国のお話しに、こどもた
ちから次々質問も飛び出して、活気に満ちた90分はアッと
言う間でした。続いて6月には塩焼小で韓国のチヂミ。7月
には新浜小でタイのグリーンカレーとココナツスイーツ。
スペインのおしゃれなエンパナディージャスは新浜小と国
府台小で紹介されました。どれもおいしそう！皆さんも味
わってみたくなりませんか。
市川市の小学6年生はこんな授業が受けられて幸せです
ね。本場の料理を一緒に作り、シェフさんと身近に接して

世界を学ぶ。英語だけが世界とつながる言語ではありませ
ん。においや味を通して世界共通の文化、「食」に気づく。
そんなシェフ先生授業は今年始まったばかりですが、市内
で大反響を呼んでいます。
市川ケーブルTVの「マイタウンいちかわ」では上記のス
ペイン人シェフ、ホセさんの授業の様子が紹介されました。
「体に良いオイルを使って野菜をたくさん食べてね」と語
るホセさん。子供たちにはメッセージがしっかり伝わりま
した。そんな中、福栄小からシェフ先生にお手紙が届きま
した。
今後4年間で市川市内すべての小学校でのシェフ先生授
業が予定されています。こうした取り組みを通じて、市川
では、真の国際人をしっかりと育てていきたいと考えてい
ます。
（村井 美和）

ランディマさん

コロッケと紅茶すごくおいしかったです。私は紅茶がにがてなのに、スパイシーなコロッケのあとに飲むと口の中
がおちついて紅茶もコロッケもおいしくいただけました。ランディマさんが来てくださってスリランカの料理はもち
ろん、かたほうの目は人に使うということ、どこの国に⾏っても私が日本人だということをわすれないようにという
こともわかりました。スリランカ国については生活が苦しくても「スリランカに生まれてよかった」と思っているこ
とや、たくさんの宗教があっても仲良くできるのは、すごくいいことだし、たくましい国だなと思いました。こんど
スリランカに⾏ってみたいと思いました。
（市⽴福栄小学校 臼杵 瑠那）

シェフの話に聞き入る

福栄小6年岩本想平君から楽しい絵をいただきました

国際理解教育 at 平田小学校

↓先生を囲んで平田小の生徒たち

(日本語教室委員会）

IIA「日本語・市川教室」の外国人学習者4人とボランティ
ア教師2人は6月22日平田小学校からの要請で同校を訪れ、
4年生40名と親しく交流しました。その4人と児童たちの様
子をご紹介します。
ダグラスさん(男性）: アメリカ・コネチカット出身。地
図を指しながらコネチカットはコノチカックと紹介できま
すし、いろはカルタをしたら、日本人も敵わない程の達人
です。子供時代の写真やアメリカの紙幣を使っての流暢な
日本語での話に子供たちは目を輝かせていました。
チャン山本さん(女性）: ラオス出身のアメリカ人です。
ラオスという国に馴染みの薄い子供たちの関心は、ラオス
の食べ物に集中しましたが、アメリカでのハロウイーンの
話ももっと聞きたい感じでした。
ジェシーさん(男性）: お父さんがアメリカ海軍にいて、
転勤も多かったので、色々な港町の話に子供たちも興味津々

でした。でも最後はやっぱり、好きな食べ物は？でした。
サンジットさん(男性）: ネパールの出身で、大地震の時
現地に居たので、大変な経験をしました。今でも苦労して
いる母国の人達への想い、世界最高峰エベレストの国とい
う誇りを語ってくれました。気持ちがこもったスピーチに、
子供たちも感動していました。
4人とも達者な日本語で、通訳もいらないスムーズな会
話でした。ただ、話だけでなく、ゲームに握手に写真撮影
にと、25歳程の年齢差を越えて交流でき、双方にとって大
変有意義な2時間だったと思います。この交流をお手伝い
できて、私たちにとっても、たいへん心地よいひとときで
した。
（染谷 マリ、鈴木 美恵）
【注】国際理解教育：小中学校からの要請で外国人を招いて国際理
解に関する授業を⾏うプログラム。
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サバイバル日本語教室

(IIA主催、日本語教室委員会担当）

今年も夏の一
大 イ ベ ン ト、
「サバイバル日
本語教室inいち
かわ2016」が8
月23〜24日、市
立第七中学校の
ランチルームで
行われました。
熱心に学ぶ子供たち
10回目を迎え
て初めて、台風により初日を中止するという大変な状況に
なりましたが、子供達の安全を第一に考えて当日の朝に決
定し保護者に連絡しました。
22日は台風の中、参加可能なボランティアに集合しても
らい、2日間の予定を1日に詰めるというスケジュール変更
の打合せをして翌日に備えました。参加した子供達は中国、
台湾、フィリピン、ネパール、インドネシア、韓国、ベト
ナム、グァテマラ、タイ、アメリカの10ヶ国から小学生32
名、中学生8名計40名でした。その内10名は去年楽しかった
とまた来てくれたリピーター、13名は来日間もないこれか
ら日本の学校に編入予定の子供で「就学前日本語支援教室」

(去年から始まった教育委員会と市から委託された事業)を
修了してからの参加でした。
学校で使う言葉をテーマにした年齢別のグループ活動で
は、ボランティアが用意した様々な教材で楽しそうにカレ
ンダーや時計の読み方を習い、校内施設を探検したり時間
割を作ったりと一足先に学校の雰囲気を学びました。
「市川を知ろう！」の時間では地図で自分達の住所・学校
を確認してから市内の名所をすごろくで回り、休み時間に
はきれいな写真の市川郷土かるたで遊びました。
24日はバス2台で遠足へ。「さかえや」のカステラ工場見
学で美味しいカステラを試食した後、西部防災センターへ
行きました。前日に防災の話で「おはしも」を習い、119番
通報も練習したのでバッチリです！親子で防災体験出来た
保護者からも感謝の声があがりました。
今年は、本当にボランティアの
皆さんには大変なご苦労をおかけ
しました。ありがとうございまし
た。街中で子供達に会ったら、楽
しかったねと声かけをしてあげて
下さい。（近藤 明子）
防災体験

特集 ③

防災への取り組み盛ん！

市川市総合防災訓練

(IIA協⼒、異文化交流委員会＆外国人委員会担当）

協議会が主催する体育館の避難所開設運営訓練に。今朝8
9月1日は震災記念日。その日に先立ち8月28日市立六中
で、10台の消防・レスキュー車、自衛隊の炊事などができ
時15分に東京湾北部を震源とするM7.3の地震により、我々
る災害支援車、パトカーなどを動員して
17人は避難してきたのです。そこでは
大規模に防災訓練が開催されました。
2組に組み入れられ、避難所名簿に記
IIAも11人の会員、6人の外国人が参加
入して避難所生活が始まりました。体
しました。
育館にはクッションマットが敷かれて
大久保市長は「市川は大雨で浸水しや
いてそんなに心地悪くありません。避
すいところがある。ポンプ場を設置する
難所では総務、情報、食料など次々と
役割が決められてゆきます。1時間半
などして改善しているが、まだ台風が来
た時などは土嚢などで対応してほしい。
経つと外での炊き出しが出来上がり、
僕らも消防隊？
最近も熊本地震、イタリアの地震などが
配られ今日の訓練は終了しました。避
あった。万が一の時も、その被害を最小
難所訓練は他に北方小、市川小など6
にできるよう備えてほしい」と話しまし
か所でも行われました。
た。その後、初動対応訓練に参加。校庭
このような地道な訓練の積み重ねで、
各所に設置された煙中避難訓練、地震体
いざ災害が発生したとき、その被害を
験車、消火器訓練、AED使用体験をし、救
最小に食い止めることができるのでしょ
助犬による倒壊家屋からの遭難者救出な
う。外国人の参加者もなかなかできな
どを見学しました。
い貴重な経験ができ、充実した一日だっ
その後、鬼高小学校に移り、防災拠点
たようです。
（篠原 剛）
避難所体験

外国語版の市川市公式Webサイトをご活用ください
市川市では、外国人の方に市からのお知らせや市政情報をお伝えするため、外国語版（英語・中国語・韓国語）の市川市
公式Webサイトを開設しています。パソコンやスマートフォンのトップページにある言語（画面右上）を選択して、ご覧いただけますので、
是非、ご活用ください 。
【お問い合わせ先】
市川市 企画部 広報広聴課 広聴・Webグループ

電話：047-334-1107

FAX：047-336-2300
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終了⾏事の報告

茶話会で楽しみました！ (5月22日&7月16日）

(外国人委員会）

5月22日は素晴らしい天気の一
7月16日市川公民館にて外国人委
員会第2回茶話会が行われました。
日でした。外国人17人が12時に
自慢の手作り弁当を持って八幡
今回はタイ料理を作ろうという
目的でした。
市民談話室に集まりました。
委員長のアイアンさんはまず
講師古田ノンラックさんの丁寧
昨年の事業報告、会計報告など
な指導のもとで調理を開始しま
和気あいあいの茶話会
を行いました。そして、今年の
した。カレーのルーから作り始
め、青い唐辛子を炒めてから鶏肉、各材料を入れて本場の
計画、行う事業を皆と話しました。
その後、待ちに待ったランチタイム・フリートーク会 タイのカレーを作りました。もう一品ブタ挽肉のサラダを
が始まりました。
作りました。
各国の弁当、菓子、酒を食べたり、飲んだりして、各
いよいよ試食タイムになりました。炊き立てのご飯に熱々
国の言葉を話して、部屋の中は、賑やかな雰囲気に包ま のタイカレーをかけて、辛い、美味しいと言いながら皆が
れました。美味しい物を食べて、美味しい酒を飲んで楽 夢中で食べました。やはり本場のタイカレーはとても美味
しい話しも増えました。時間になってもまだ話し足りな しかったです。
かったですが、次回にまた話しましょうと皆が約束しま
暑い日に辛いタイ料理はぴったりでした。7ヵ国24人が
参加しました。
(鈴木 迎慶）
した。

セレナーデの夜〜ギターコンサート

(IIA主催、外国人委員会担当）

フィリピンの女性ギター重奏トリオ「トリプルフレット」
のコンサートが6月17日の夜、市川市文化会館ローズルーム
で行われました。会場は、IIA会員、フィリピン・コミュニ
テイの皆さんでいっぱい、開演が待ち遠しい雰囲気でした。
本来女性トリオですが、その中の一人が怪我のため来日
できず、トリオの音楽監督でもある、ジェフリー・マラゾ
さんが加わった男女のトリオとなりました。
日本の歌、「さくら」から始まり、フィリピンの民謡、
スペインのギター曲、ビートルズのヒット曲など10数曲を
演奏しました。演奏スタイルは、ギターを縦に持ち、リー
ドパートを次々に変えて、メロデイーを弾く人、伴奏をす
る人がめまぐるしく変わっていき、独特のアンサンブルを
醸し出します。手造りの会場は、照明効果だけのシンプル
な舞台でしたが、目を閉じて聴いていると、地中海の海辺
のリゾートに吹く、さわやかな風のような情景が浮かんで

きました。セレナーデは、恋人
を称えて想いを伝える歌曲です
が、むしろさわやかな南国の風
を運んでくるような音楽でした。
日本ギター重奏コンクールで
の優勝を始め、世界的なコンクー
ルで優勝、入賞しているグルー
プなんだと改めて感じました。
コンサート後は、彼らを囲んでのパーテイー、インタビュー
や、勝ちぬきジャンケンゲームなどで楽しみました。フィ
リピーナ軍団？の盛り上がりぶりに圧倒されました。
企画、運営していただいた、外国人委員会、異文化交流
委員会に感謝、楽しい夏の夕べでした。
（広報委員 山本 怜）

ドイツ人ジャーナリスト、ホルナーさんを迎えて
6月12日、ローゼンハイム市に在住のジャーナリスト、
ウアズラ・ホルナーさん（Ursula Horner）が市川市を訪
問されました。ドイツ—南米—ハワイ・日本—シンガポール・
ドイツと世界一周旅行の途中で立ち寄った日本は自身によ
る生まれて初めてのアジアの国の訪問とのことでした。
日本の印象は特に食文化の違いを強く感じたようでした。
ドイツの大きな皿に盛り付けた料理を前菜、主菜、デザー
トと食べていくのと違い、日本の素材を活かした新鮮な食
材を小皿や小鉢に少量ずつ彩った料理を、一度にたくさん
の種類を食する文化に、とても感銘を受け
た様子でした。
同日にローゼンハイム市委員会が催した
着物の生地を使ったパッチワークを見学し
た後のコーヒーブレイクでは、日本でもニュー
スで話題になっているドイツにおける中東
⾥⾒公園で着物姿のホルナーさん
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(ローゼンハイム市委員会）

のシリアからの難民問題について尋ねました。ローゼンハ
イム市は、地理的にドイツの南東のオーストリア国境近く
に位置するので、シリアから複数の国を経由して徒歩で移
動してくる難民にとってはドイツ入国後に初めて訪れる大
きな町になります。市内ではいたるところに難民があふれ
ていて、その状況を自身が客観的にコメントすることが憚
れるくらい難民の立場は悲惨だと顔を曇らせて語っていま
した。
また、その日の午後はIIAのメンバーに着付けを手助け
してもらい、初めて着物に袖を通してご満悦
の様子でした。
短い滞在期間ではありましたが市川市滞在
中の多くの思い出を胸に翌週には次の目的地
であるシンガポールへ旅立って行きました。
（廣田 祐策）
IIAニュースNo.61

ペルーとタイの日

(バデイーズ）

バディーズは今回初めての企画にチャレンジしました。
バディーズには様々な国の方たちが参加してくれています
が、実はお互いの国についてあまり知らないということに
気が付きました。そこで、1日1つの国のイベントを催すこ
とにして、その国の方に企画、準備、進行などすべてをお
任せいたしました。
6月にペルーの日、7月にタイの日として各計画をしてい
ただき、イベントを開催しました。
ペルーの日はまず、かわいい手作りの人形を使っ
て、すべての人間が愛されることの大切さ、素晴
らしさを表現してくれました。ペルーでの子育て
や愛情表現など日本との違いを知ることができました。日
本ではなかなかストレートな表現をすることはないですが、
ペルーの方の子育ては大変興味深く感じました。またその
あとペルーで代表的なサルサダンスを習いました。楽しい

音楽にリズムをとり、男性役、女性役に分かれ、踊りまし
た。みんなあっという間に踊りを覚え、時間を忘れて踊り
ました。
タイの日には日本とは違う習慣などについて
教わりました。まずはタイの首都バンコクの世
界一長い正式名称を教えてもらいました。さら
に、朝8時と夕方6時にテレビや街に国歌が流れるというお
話、また映画館や劇場で上演前に流れる国歌には全員起立
して聴くということについてはみんな大変驚いていました。
様々な国の習慣、伝統など背景を知ることはお互いのこ
とを理解し、尊重、尊敬にもつながるということを感じま
した。今後もこのような機会をもち、国際交流ができたら
よいなと感じました。他のバディーズメンバーの国につい
てもどのような新しい事が聞けるのか楽しみです。
（和田 陽子）

シリーズ

わたしの⺟国、わたしの市川（6）

台湾

寄稿 徐 立偉（ジョ リツイ）さん：台湾台北市出身来日4年目。アメリカ留学にて建築設計専攻修
士号取得。IIA日本語ボランテイア教室「こんにちは」で日本語を勉強中。現在建築設計事務所勤務。台湾と日本の
建築様式の比較について造詣が深い。

わたしの市川
私は市川市行徳に4年住んで
きました。東京や他の場所に
比べ都心に朝向かう電車はと
ても混雑している以外、行徳
は住みやすくとても便利で物
価が安い場所だと思います。
毎週土曜の“こんにちは”
教室では日本文化や生活の知
恵も学べて、違う国の友達も
島国の台湾は、日本敗戦後勝者の中国蒋介石政権によって占
領されました。台湾の正式国名は中華民国です。日本人にとっ
て台湾は親しみのある国です。特に小龍包、マンゴかき氷、台
湾観光（九分、故宮博物館）など。今回日本人の知らない台湾
について紹介します。
自然環境 台湾は日本の南方沖縄と与那国島から111㎞の距離に
あり、面積は3.6万㎢、九州と同じくらいの広さで自然環境ゆた
かな国です。高さ3,000m以上の山が286座、富士山より高い玉山
は標高3,952ｍあり、日本統治時代“新高山”と呼ばれていまし
た。冬には玉山の山頂も降雪します。北回帰線より南に位置し
ていますが、標準的亜熱帯気候で、バナナ、ヤシの木、美しい
ビーチを様々な所で見られます。また火山もあり、温泉にも入
れます。東海岸は急流や大理石峽谷が見られます。
言語 台湾の人口約2,300万人、その中に本省人、客家人、外省
人(注1）、原住民が居ます。戦後蒋介石政権は台湾統治時国語
普通話（北京語）を推進していたので、職場、学校では国語普
通話を、また家の中では各民族の言葉を話しています。日本統
治時代に日本教育を受けた祖父母世代は日本語を話していまし
た。台湾で使用する漢字は繁体字（日本の漢字に近い字体）で、
ちなみに中国では簡体字を使用してます。
(注1）本省人、外省人
本省人は中華⺠国が台湾を統治する前から住んでいた漢⺠族で（客家
人も含む）外省人は蒋介石とともに台湾に移住した中国人。

できました。
今年2月、下総中山駅近くの法華経寺の聖教殿を見学した時、
蒋介石の銅像を見つけました。法華經寺の銅像には“德必有隣”
(注2）と記されてました。
親日国家台湾 市川市に住み法華経寺で蒋介石の銅像をみて思
います。なぜ、台湾人は親日なのかと。祖父母は日本語教育を
受け、80年、90年代には大量の日本文化、音楽やドラマや漫画
などが流行、また台湾人の第2外国語で英語の次に日本語が選ば
れるなどが理由として挙げられます。
近年、台湾人と日本人の気持ちは台湾の9.21大地震、日本の3.
11東日本大震災、熊本地震での相互協力でさらに強い絆となっ
ています。
(注2）徳必有隣 『論語（⾥仁）』：徳ある人は孤⽴することなく、
必ずそれに賛同する人が集まる。

玉山
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イベント情報（9月〜11月）(最新の情報はIIAのホームページを参照）

市川市秋のイベント
◆回遊展 in 八幡 9月24日(土）～25日(日）10：00～16：00。IIAでは市民談話室1階に案内ブースを設置、活動を紹介します。
また京葉ガスショールームで「世界のフード＆マーケット」が開催されます。
◆いちかわドイツデイ～オクトーバーフェスト2016～ 10月2日(日）11：00～16：00、ニッケコルトンプラザ。IIAでは飲み物販売、
ローゼンハイム市紹介を行う予定です。
◆いちかわ市民まつり 11月3日（木・祝） 大洲防災公園。IIAはテントで小物販売、飲み物提供などを行う予定です。
◆｢世界のフード＆マーケット｣(異文化交流・外国人委員会）
日時： 9月24日(土）11:00～15:00(フード）
10:00～16:00(マーケット）
場所： 京葉ガスショールーム
内容： 世界の料理の調理実習と試食など(１品300～500円）
連絡先：村井 美和 Phone: 090-5198-1083
田中アイアン Phone: 080-1293-1602
◆｢ドイツ語講座｣(ローゼンハイム市委員会）)
日時： 9月18日(日）＆11月19日(土）10：00～12：00
場所： 八幡市民談話室4階集会室1
参加費：500円
問合せ：後関 正 Phone: 090-8720-2841

◆バデ イ ーズ
内容

連絡先：山本

純子

日付

Phone:047-332-6570
時間

場所

バスハイク

10月 7日(金） 終日

未定

秋のメイク

10月21日(金） 10:00～12:00 駅南公民館

◆｢フランス語講座と委員会｣(イッシー・レ・ムリノー市委員会）
日時： 10月1日(土） 15:10～16：10（仏語講座）
16:15～17：00（委員会）
場所： 八幡市民談話室４階集会室1
講師： リエナール・フランソワ氏
参加費：500円
連絡先：野澤 順治 Phone: 090-8346-6408
◆｢講演会 じゃがたらお春｣(メダン市委員会)
日時： 11月18日(金）15:00～17:00
場所： 八幡市民談話室5階集会室4
講師： 白石 広子氏(近世異文化交流史研究家）
連絡先：青野 雅子 Phone: 090-2933-3540
◆｢中国語研究会｣(通訳・翻訳委員会)
日時： 11月13日(日）13:30～15:30
場所： 八幡市民談話室
連絡先：栗田 スミエ
Phone:047-323-3041(夜間）

料理 台湾の菓子 11月 4日(金） 10:00～12:00 駅南公民館
ダンス

11月18日(金） 10:00～12:00 駅南公民館

新入会員（3月〜6月）(順次掲載します）

(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
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、
牛尾 優子(うしお ゆうこ）①日本③イ
福田 修(ふくだ おさむ）①日本
勝沼 康郎(かつぬま やすろう）①日本
②英語③ガ、メ、ロ、異
谷川 喜祥(たにがわ きよし）①日本
③ホ、日

楽、メ、ホ、異

③ガ、楽、メ、ロ、イ、日、通、異
SENARIS VIDAL JOSE ANTONIO(セニャリス

周 頴 婷 (しゅう えいてい）③通
脇田 ひろみ(わきた ひろみ）①日本③日

ビダル ホセ アントニオ）①スペイン
②スペイン語③異、外

田辺 勝彦(たなべ かつひこ）①日本③楽
日

宮下 都(みやした みやこ）①日本②英語
③通、異

梶 千舟(かじ ちふね）①中国③異、外

川瀬 忠夫(かわせ ただお）①日②英語

松本 玉華(まつもと ゆうか）①中国

③通

平井 良夫(ひらい よしお）①日本③日
山本 有華(やまもと ゆうか）①日本③ロ
神坂 リンダ(かみさか リンダ）①フィリ
ピン③外

③異、外

野上 輝(のがみ ひかる）①中国②中国語

③メ、日

潘 健華(はん けんか）①中国③異、外

③ガ、楽、メ、ロ、イ、ホ、日、通、異、外

Pham Thi Nhung(ファム デイー ニョン）
①ベトナム②ベトナム語③通、異、外

飯田 暁子(いいだ さとこ）①日本②英語
③通

樋口 妙子(ひぐち たいこ）①日本

伊東 由紀子(いとう ゆきこ）①日本③日

KHIN THET MON(キンテツモン)①ミャンマー

古田 ノンラック（ふるた ノンラック）

②英語、ミャンマー語③通、異、外

鶴田 広樹(つるた ひろき）①日本③ガ、

作鳥 仁(さとり じん）①日本③異

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

市村 淑江(しむら よしえ）①日本②英語

田村 敬子(たむら けいこ）①日本③日

5,746(5,390) ②韓国 ※

1,447(1,394) ③フィリピン

⑤ベトナム

757( 535) ⑥スリランカ

466( 351) ⑦インド

⑨台湾

319( 307) ⑩米国

223( 223)

①タイ③外
篠崎 愛(しのざき あい）①日本③日

2016年8月31日現在（
1,373(1,353) ④ネパール
449(

391) ⑧タイ

）内は昨年同月数
781(616)
440(428)

総数 109ヵ国14,021人（106ヵ国 12,869人） 市川市総人口数480,528人（476,283人）※朝鮮77人（75人）は含まず
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