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日本を、世界を、歴史を、文化を学ぶ

房総の村：復元された佐原街並み

房総の村：質素だった武士の家

熱心なガイドさんに恵まれ た成田山新勝寺

世界経済はGゼロの時代に

私たちIIAのスタッフは会員の皆さんにより多面的な日本、
そして外国をわかってもらおうといろいろな活動をしています。
異文化、外国人、日本語教室各委員会、バディーズは
大勢の外国人と成田山、房総の村、相模原の牧場へと
繰り出し、外国人だけでは、なかなか触れることのできない
日本の文化、歴史を肌で感じながら学んでもらうことができ
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たようです。
ガーデナ市、メダン市両委員会は世界の経済を紐解く
講演、その昔、一人のうら若き日本人「お春」が大胆に、
しぶとくアジアで活躍したことを教えてくれました。
このようにIIAは種々な行事を企画しています。皆さん、こ
ぞってご参加ください。
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バス研修旅行：千葉・神奈川
成田山新勝寺・房総の村

（日本語教室委員会）

前日の木枯らし1号から一転、ポカポカの小春日和が心
地よい11月12日、市のバスを借り、日本語を学ぶ外国人
の研修（兼）観光を実施しました。
参加者は、中国、韓国、ベトナム、ネパール、マレーシア、
バングラデシュ、インド、イギリス出身の計41人、日本人スタッ
フ4人が付添って、目的地の「成田山新勝寺」と「房総の
村」に向かいました。
成田山は紅葉真っ盛りで、菊花展も開催中と恵まれた
中、ほとんどの参加者が御護摩も経験しました。ボランティア
ガイド4人の方に日本語と英語での丁寧な説明をうけ、み
んな熱心に聞き入っていました（写真P１左下）日本人
スタッフも大変勉強になりました。
房総のむらは、成田山から20分の場所にある県の施設で、

房総の村

江戸時代以前の農家や武家屋敷を見ることができ（写真
P1、左上）竹馬やコマも体験できました。
ここでも、ボランティアガイドのお二人に英語、中国語を使っ
ての親切な説明を戴きました。現場で答えられなかった質
問への回答を、翌日ガイドさんが電話連絡下さるほどの親
切さでした。
遅刻などのトラブルも無く、全く心配の要らない優等生の
生徒達で、バスの運転も丁寧で乗り心地も快適、ボランティ
アガイドさんにも恵まれ、昼食の場所を提供して戴いた成田
山の信徒会館の方にも親切にしてもらい、外国人41人が
喜んだだけでなく、付添いの私達まで楽しめたバスツアーでし
た。
（西依 章朗 ）

（異文化交流委員会・外国人委員会共催）
プレをすることができ、
房総のむらの敷地内
で自由に行動できま
す。
町 娘 や 忍 者 の衣
装で時代を遡りすっ
かり役になり切ってい
ました。観衆は拍手
喝采です。また、幼
これ、どうやって動かすの
児の忍者はとても愛
らしく周りの人気を集めていました。
皆さんの協力によりお陰様で今回も一日楽しく過ごせまし
たが、外国人の皆さんは楽しみ方が本当に上手だなと改め
て感心しました。
（黒田 昭）

11月20日千葉県立体験博物館「房総のむら」へバスツ
アーに行きました。前日の雨が嘘のように晴れた絶好の行楽
日和です。異文化交流委員会と外国人委員会の共催で
全７ヵ国42人が参加しました。
房総のむらでは江戸時代の房総の商家、武家屋敷、農
家の建屋、街並みが再現されており、皆さんがこぞって色々
な実地体験に参加し、古き時代の生活様式に触れることが
できました。
戦国武将を彷彿とさせる堂々とした甲冑の試着、絢爛豪
華な打掛姿はカメラマン注目の的でした。
茶の湯に挑戦する男児もいました。普段正座をしたことは
ないでしょう。しびれを一所懸命こらえて先生の教え通りに作
法をこなしていました。
藁でリースを作ったり、木工品を作ったりもしました。
房総のむらの隣にある「ドラムの里」では衣装を借りて、コス

相模原パン工場見学と服部牧場
秋のバスハイクとして10月7日相模原オギノパン工場見学
と服部牧場に行きました。
行きのバスでは、童心に返って、クイズなどレクリェーションで
盛り上がりました。特に会長作成のバディーズ○× クイズに
は、バディーズの創立から今までのことを再発見する問題がた
くさんあり、昔からの会員も新しい会員も一緒に楽しむことが
できました。
市川の町並みからだんだん自然いっぱいの景色に変化し、
パン工場に到着しました。
パン工場ではパンを作る工程を説明していただきました。こ
の工場は老朽化などから2010年に多機能ラインを持つ最
新の工場に生まれ変わったということもあり、パンの生地つくり
から、分割、成形、発酵などハイスピードで作業が進められ、
最後、包装されていきます。給食パンとして多くの学校がお
世話になっているようで、興味深く聞き入っていました。また、
工場の隣に出来たてのパンを販売するショップがありました。
おいしそうなパンに我慢できず、昼食前に外のベンチで、それ
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（バディーズ）

ぞれ購入したパンをいただきました。天気も良く、気持ちよい
気候で美味しくいただき、トークも弾みました。
次に服部牧場に移動しました。牛舎見学や小動物とふれ
あったり、広大な敷地を自由にのんびり散策したりしました。
秋の森林浴をしながら体がリフレッシュされるのを感じることが
できました。
また、ジェラート、ソフトクリームやソーセージ工房のホットドッ
グ、ハンバーガーなどみんなの食欲は止まらない様子でした。
今回のバスハイクで年齢や国籍を超えて、バディーズの仲
間意識がさらに
深まり、有意義
な一日を満喫
しました。
（和田 陽子）
食後は自然を満喫
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講演会「どうなる世界経済：Ｇ0が加速する世界-パックス・いずこにもあらず」
(ガーデナ市委員会）
今年度第2回講演会は、9月15日八幡市民談話室で
約30人の受講者を迎えて開催されました。昨年5月に引
き続き、市川在住のエコノミスト松下 滋氏を講師に迎え、
世界の情勢と経済について講師独自の観点からお話いた
だきました。
結論から先に言えば、世界は、リードする国がいない、リー
ダー不在の時代、いわばＧゼロの時代に入り、経済規模の
大きな先進国はそれぞれが問題をかかえ、国の上部構造
を政治、下部構造を経済とすると、下部が滞れば上部が
揺らぐという危機の中で出口を模索しているような状態であ
るということです。
主要国別に具体的な解説がありました。EU離脱を決め
た英国は、「後入先出」の国、ＥＵへも、欧州通貨制度
「ユーロ」へも後から入り、いずれも離脱しています。海洋国
の伝統からか功利主義、現実意識の国といえます。正式
離脱となる時が正念場といえます。かつてのリーダー米国は、
緩やかな経済成長を続け、失業率も低下しているにもかか
わらず国民の不満がたまっています。一部の富裕層が富の
多くを独占する格差社会、イラクやアフガニスタン戦争後の
厭戦気分がそうさせていると思われますが、その国民感情を
利用したトランプ大統領候補の台頭、対するクリントン候
補もTPP反対など保護主義の傾向が見られます。経済規
模2位の中国は、かつての日本経済の発展を後追いする
ように国内に課題を抱えています。若く勢いのある経済から
中年の経済へ移行し、都市と農村の大きな格差、不安
定な人民元、共産党一党独裁と経済資本主義の矛盾
など蛇行を続けています。発展途上のアフリカやASEAN諸

国は若い経済が今
後成長する期待が
持 て ます が、 一 時
発展が期待された
BRICsもイ ンド 以
外は足踏み状態と
いえます。
日本経済は、異
次元金融緩和によ
いつもながら感心することばかり：松下講師
る円高阻止で景気
を回復しつつありますが、短期的志向な施策であり、抜本
的な対策が必要です。何といっても経済成長がその「的」と
なりますが、企業の技術革新、中高年層の潜在的ニーズ
把握、規制改革の実行による刺激策が必要と解説されま
した。
最後に「今日本に必要なこと」として、若者たちへの真剣
な対処（夢と希望を持って生活設計できる社会）、世界
で活躍できる日本人づくり（何かを決める時、日本人は欠
かせないという状況づくり）、そして世界へのオピニオン発信
力の強化（過去の例として日銀総裁となった三島弥太郎
のマサチューセッツ農科大学卒業演説を取り上げました）
を提言されました。
結論は世界経済は大変な時代ということですが、数々の
エピソードを盛り込んだお話は興味深く聴くことが出来、改
めて経済の重要性を認識した機会となりました。
（山本 怜）

じゃがたらお春はあわれな生涯だったのか？ (メダン市委員会）
11月18日、近代異文化交流史研究家の白石 広子
氏に、じゃがたらお春の消息について講演して頂きました。
冒頭40人弱集まった参加者は、昭和14年梅木三郎氏
作詞による「長崎物語」のCDに合わせて歌を口ずさんでい
ました。歌詞からはお春の、遠い外国から日本を偲ぶあわ
れな様子が感じ取られます。
ご主人の赴任先ジャカルタへの飛行機の中で、お春に関
する古文書が、ジャカルタ国立文書館にあるという記事を
見て、お春について調べたくなったそうです。
ジャカルタや、平戸、長崎でみつけた、遺言書、子どもの
洗礼書、じゃがたら文などから、お春の渡航前、ジャカルタで
の生活、上流家庭の人々との交友関係、日本への高級
反物の贈り物、日本からはお酒、読み物などを送付させて
いることなどを発見しました。それによると、江戸幕府のキリス
ト教禁教のため、外国人との混血児を異国へ追放する通
達により、父イタリア人と母日本人の混血であったお春は、
14歳の時、姉、母と共にバタヴィア（現ジャカルタ）に流さ
れました。
22歳で東インド会社に勤務するシモン・シモンスと結婚し、
7人の子供をもうけました。シモンは出世し、実業家として
財をなし、夫婦で遺言書を作成しています。 オランダ語の
遺言書にある横書きのサイン（写真右上）をなにげなく
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縦にして眺めると（写真右
下）、お春がアルファベットの
署名の隣に、「せらうにましる
し」 （注：ジェロニマの印）
と日本語の仮名でも署名を
しているのを発見したときは、
胸の鼓動が鳴りやまず興奮
したそうです。
教養もあり、裕福な生活
をしていた彼女が、なぜあわ
れな歌詞になってしまったの
だろうか。追放女性は、哀
れでなくてはならないという意
識が、後世の男性にもまだ
残っていたからではないかと、
解説されました。
本を出された後、平戸にあっ
たお春の銅像が、哀しみに
満ちた顔から、やさしい明る
い顔に変わっていたそうです。
講演会終了後、中国料理で、先生を囲み懇親会をしま
した。
（青野 雅子）
IIAニュースNo.62

いちかわ市民祭り （IIA協力）
11月3日 朝方まで降り続いた雨もあがり、吸い込まれる
ような青空が広がりました。大洲防災公園にて開催された
第41回いちかわ市民まつりにIIAも事業の紹介と物販で参
加しました。
今年は青森から産地直送のフレッシュ・りんごの販売とダ
ルマイヤー珈琲の販売、隣のブースで学生会がスーパーボー
ル掬いを行いました。青森のりんごは、有機りんごのジョナゴー
ルド、王林とジョナゴールド、りんごジュース販売で、新鮮み
ずみずしい爽やかな甘酸っぱい林檎でしたので、あっという間
に完売しました。ドイツ珈琲（ダルマイヤー）も豆の販売と、
おいしい淹れたてコーヒー1杯100円は香り豊かで好評でし
た。いつものように大久保市長や市議の方々もお立ち寄り、
購入していただきました。
学生会のブースは、たくさんの子どもたちがお目当てのスー
パーボール掬いを楽しんでいました。

市民まつり会場は大きく4つの広場に分かれています（バ
ザール広場・おまつり広場・わんぱく広場・ガーデニング、マー
ケット）我々はおまつり広場で参加しています。おまつり広
場だけでも125団体、全体では172団体とたくさんの出店と
人出でごった返し、盛況そのものでした。恒例の行徳神輿
や、ブラスバンド、いちかわ乙女はご当地ソングを歌いました。
また市民ステージでも13団体が、歌ありフラあり、太鼓にチア
ダンス、大正琴と元気な
演技が披露されていまし
た。
IIA会員は一致協力
し市民まつりの参加を通
じて和気あいあい和やか
な一日となりました。
（田所みや子）
みんなで 盛り上げました

市川ドイツデイ・オクトーバフェスト （IIA協力）
今年の9月は毎週のように大型台風が発生し不安定な
日が続きましたが、 10月2日のフェスト当日まで神頼みの
不安な日々を過ごしました。それが効いたのか当日は朝か
ら好天気、暑い位で、絶好なフェスト日和。
協会の人達は8時過ぎには全員が集合して慣れた手つ
きで準備に入る。今年はビール販売が無く、ドイツの「ダル
マイヤーコーヒー」と成田会長提供のリンゴジュ―スなど、そ
して太宰さんからのドイツ陶器販売でした。特にコーヒー販
売はもう名人芸の職人揃い達、良い香りでお客さんを誘う。
このコーヒーはあまり売られていない高級品とかで香りも味も
評判も上々。 何時もの事ですが、よその店は販売開始
時間前に売り出すなどのフライング。私達は、いつも開催
時間までじっとお預けで恨めしそうに見ているだけ！！去年

のお買物券の販売は今年は無く、笹本議長が人出の心
配をしていると開会の挨拶で述べていました。大久保市長
挨拶の頃にはあちら、こちらで買い物客の列が出来ていまし
た。
今年感じたことは外国の
人達が増えて少しは国際
的になって来た。残念なの
は、あまり協会の人達の姿
が見えなかったことです。寂
しいです。来年のフェストに
はビールを売りたい！そし
てドイツの白ソーセージを！！ 頑張りました、笑顔、笑顔、笑顔
（後関 正）

回遊展in八幡：世界のフード＆マーケット
昨年大好評だった八幡街回遊展での「世界のフード＆
マーケット」を今年も9月24日土曜日に開催いたしました。
会場は本八幡駅南口からすぐの京葉ガス・ショールーム。
昨年はアッと言う間の完売で、来場者にはご迷惑をおかけ
しましたので、今回は少し増量しましたが、やはり3ヵ国の料
理各50食が順調に販売できました。
台湾・中国のモッチリ、アツアツ水餃子を作ってくれたのは
芳恵さん、ケイ子さんなど。タイ風揚げ春巻きポーピャト―は
スィートチリソースが絶品。ノンラックさんたちの力作です。そし
て初参加はボリビアのハルミさん。南米各地で作られるエン
パナーダスにも、お国柄でいろいろな詰め物があることがわか
りました。
会場の外は狭いながらも楽しいマーケット。ペルーの民芸
品はお馴染みのグローリアさん。フィリピンのバッグやアクセサリー
はおしゃれで売れ行き好調。アイアン委員長の友人が明る

（異文化交流委員会・外国人委員会共催）
い笑顔で接客しました。
大量のインドネシアの物品と手作りハンディクラフトを出品
したレンダさんは、積極的に道行く人にも声をかけ、楽しくお
しゃべりしながら販売。お客様も彼女の人柄に魅了され、つ
いつい手に取ってしまいました。
今回、ボランティアでお手伝いに参加したインドネシア出身
のタエコさんも、「こういう機
会でないと、なかなか同国
人とも知り合えないから、す
ごく楽しかった」と語ってくれ
ました。
京葉ガスの厚意で素晴ら
しいキッチンや会場をお借り
できましたことを心より感謝
完売で満足な面々
いたします。（村井 美和）
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進路ガイダンス （IIA協力）
毎年高校を受験する生徒・父母が心待ちにしている「進
路ガイダンス」が9月25日行徳I&Iホールで開催されました。
これは日本の高校受験制度が分からない外国人の子供た
ちにその仕組みを説明し、この難関を突破する手伝いをする
ものです。房総日本語ボランティアネットワークが主催で、IIA
のボランティア、通訳60人が協力しました。今まで47回開催
し、2600人が受講しました。
先ず学区、前・後期試験など高校の受験システムを丁寧
に説明してくれました。次に自分の将来にあった高校を決め
る方法、勉強の仕方を中学校の先生が説明します。忙し
いながらもこの説明会の為、12の高校から先生に来ていた
だき、各校の特長と在籍外国人生徒数の説明を受け、最
後は同じ境遇にありながら無事この難関を突破し、楽しい

高校生活を送っている8人の先輩たちが受験勉強の方法、
今の楽しい高校生活を話してくれました。
参加した受験生、
両親など45人は最
初の緊張した表情
とは う って 変 わ り、
説明を受けた後は、
この受験を乗り切る
自信がつきほっと安
堵しているようでし
た。（篠原 剛）
希望校の先生と真剣な話し合い

ハロウィーンパーティー（第三回茶話会）（外国人委員会）
10月30日外国人委員会に一年に一度のハロウィーンが
やって来ました、
今回のハロウィーンパーティーは初めてなので、仮装衣装か
ら食べ物まで念入りに準備をしました。
そして当日ハロウィーンパーティーが始まり、9ヵ国37人の方
が参加されました。
皆がこの衣装がいい、あの衣装がいい、これを被る、あれを
着ると、それぞれお気に入りの衣装、被るもので仮装しました。
そしてリアルな傷までをメイクしてパーティーをスタートしました。

当日の美味しいお弁当は、役員の方々が自分の足、目
であちこち探して、調達して当日参加された方達と一緒に
作り上げました。豪華なそのお弁当を食べながら、楽しいゲー
ムをして、新しい友達と楽しく交流ができました。パーティーは
大いに盛り上がり、皆が自然にダンスを踊り始めました。踊る
人、歌う人、お喋りする人、本当に楽しいハロウィーンパーテ
イーになりました。
来年またハロウィーンパーティーをしましょう。（鈴木迎慶）

実際のコスチューム、仮装をカラーでお見せできないのが残念（HPの会報62号からはカラーで楽しめます）

メイク講習会

（バディーズ）

10月21日「メイク講習会」を行いました。台湾・日本メン
バーで、講師は日本人会員の千葉さんです。バディーズ初
めての企画で、皆ワクワク、ドキドキ、ソワソワ。10時の集合
に、ノーメイクで集まった方、眉だけ描いてマスク着用の方。そ
れぞれの思いで自分たちのメイク道具を持ち寄り集合です。
足りないものは講師の千葉さんにお借りし、普段とは違い、
時間を掛け、念入りに“化粧”と言う「作業」に取り掛かりま
した。
メイクに取り掛かる前にスキンケア方法なども伝授してもら
い、メイクも良いけど、今度は基礎化粧のことも教わりたいと
の声も上がりました。
さて、変身の時間です。私がトップバッターで先生にフルメ
イクをしてもらいました。色々隠したい箇所（シミ、シワなど）
を、自分では普段使わないようなハケなどのメイク用品を使っ
たり、自分では選ばないような色合いで仕上げてくれました。

さながら雑誌のモデル宜しく、ジッと座っていたら完成です。
やはり人の手で時間をかけるとこうも違うのか！と。顔だけで
なく気分も華やかになり、このまま出かけたいウキウキした嬉し
い気分でした。女性は何歳になっても、オシャレをする気持
ちは忘れてはいけないと思いました。
でも魔法はここまで。子供
の帰宅時間に合わせ、会場
を後にしました。娘が私の顔
を見て一言「お母さん、いつ
もと違う！」子供にもわかる
のですね～。今度は教えて
いただいた事を思い出し、自
分で自分に魔法をかけよーっ
と！
(中田初江)
自信をつけて今度は自分で
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IIA創立15周年記念行事
IIAは皆様の努力、協力のおかげで、今年2月で15周
年を迎えることができました。
今までのご尽力に感謝し、右の日程でささやかな祝賀会
を開催するとともに、この15年を写真中心にして記念誌を
発行しようと考えております。
皆様奮ってこの祝賀会にご参加いただき、15年を振り返
りつつ、今後のIIAのありかたなど率直な意見交換ができる
ことを願っております。

IIA設立15周年記念パーティー

日時
場所
会費

2月25日（土）時間未定
八幡文化会館地下1階ローズルーム
未定◆

IIA事務所移転について
2007年4月以来、約10年間使用してきた八幡市民談
話室の事務所は、市民談話室の機能変更により2017年
3月13日をもって引き払い、新しい事務所へ移転することと
なりました。事務局ではこれまで複数の物件を調査し、有
力候補もありますが、まだ契約に至っておりません。
移転先の物件が正式に決定次第、皆様にはホームペー
ジ等でお知らせいたします。なお、移転に伴い、現在の事
務所の整理、引っ越し荷物の運搬、倉庫内の物品の処
分などの作業が生じます。皆様のご協力をいただきたくお願

い致します。特に倉庫内に
ある物品については、1月末
までに各委員会ごとに点検
し、それぞれの委員会で保
管願います。2月中旬には
倉庫内のすべての物品を廃
棄処分いたします。
（広報委員 山本 怜）

3月までには 鮮明になります

イベント情報（12月～2月/'17）(最新の情報はIIAのHP を参照ください）
◆フランス語講座 （イッシー市委員会）

◆グローバル新年パーテイー （外国人委員会）

日時
場所
費用
締切り
要連絡

日時
場所
参加費

1月21日 (土）
行徳公民館
500円(会員)、700円(非会員)、
300円(小中学生)、幼児無料（ワンプレート）
第1部 11:30～13:00（調理室）各国の美味しい料理
第2部 13:30～14:30（レクリエーションホール）
民族舞踊、カラオケ大会、太極拳、ダンス、展示品。
問合せ
田中アイアン Phone: 080-1293-1602
田嶌 芳恵
Phone: 090-1701-9793

12月17日（土）13：15～14：15
市民談話室4階 集会室2
500円
12月5日（月）
小倉光代 Phone: 047－373-4581
野澤順治 Phone: 090-8346－6408
※委員会は仏語講座終了後

◆ 中国語教室と新年会 (楽山市委員会)
日時
場所
費用
連絡先

1月10日 (火) 16：00～18：00中国語教室
18：00～
新年会
八幡市民談話室 集会室1
中国語教室 200円
新年会
有料（参加費は追って通知）
逸見 総一郎 Phone: 047-333-7412

◆つくって食べよう世界の料理 （異文化交流委員会）
日時
1月29日（日）11:00～14:00
場所
市川公民館
参加費
800円
問合せ
村井 美和 Phone: 047-379-3737
スペイン、ミャンマー、日本料理が楽しめます。

◆新年会 （バディーズ）
日時
１月13日（金) 10:00～12:00
場所
駅南公民館
参加費
未定
要連絡

山本 純子

◆英語公開講座「健康な歯と身体の関係」 (IVIS)
日時
場所

2月12日（日）10:00～12:00
アイ・リンクルーム JR市川駅南口
市川駅行政サービスセンター内
講演者
Damien Andrews氏（メルボルン出身）
参加費、申し込み不要
問合せ
谷辺 順子 Phone: 047-332-8144
講演は英語で行われ、通訳はありません。

Phone : 047-332-6570

◆中国語研究会 （通訳・翻訳委員会）
日時
場所
連絡先

１月15日、3月5日（日） 13:30～15:30
八幡市民談話室
栗田 スミエ Phone: 047-323-3041（夜間）

◆楽しく学ぶドイツ語講座 （ローゼンハイム市委員会）
日時
１月22日（日） 13:30～15:30
場所
八幡市民談話室 集会室１
会費
500円
連絡先
後関 正 Phone: 090-8720-2841
日常使える簡単な会話を中心に誰でも何時でも参加できる会です。

IIA年末・年始の休務：IIA事務所は12月28日（水）から1月4日(水）までお休みします。八幡談話室も同期間休館です。
6
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シリーズ

わたしの母国、わたしの市川（７）

フィリピン

好きです。ストレスを感じさせない我が母国フィリピン。住みよい市川
MR.Danilo Belgira（ダンダンさん）のプロフィル
フィリピン出身で電気通信会社勤務の会社員。IIA日本語教室「こんにちは」を今年10月に
卒業し流暢な日本語で卒業スピーチをしました。日本の温泉でみんな裸で入るのに驚いたが温
泉は金持ちも貧乏人も関係なくみんな平等だから・・・と発表し好評でした。
ご自身の自己紹介でも家族や友人に絆を共有し、素晴らしい知的会話を楽しんでいるとのこ
と。趣味は読書、音楽鑑賞、映画、旅行そして食べ歩き。

Hello my name is Dan. I am from Philippines. Philippines is located in south east Asia. It consists of
7,641 islands. It is divided into three divisions from north to south: Luzon, Visayas and Mindanao. The c
apital city of the Philippines is Manila. The Philippines' location on the Pacific Ring of Fire and
close to the equator makes the Philippines prone to earthquakes and typhoons, but also endows it with
abundant natural resources and some of the world's greatest biodiversity.
The Philippines is considered to be an emerging market and a newly industrialized Country, which has an
economy transitioning from being one base on agriculture to one based more on services and manufacturing.
The Philippines is one of the best place in Asia. You can enjoy a lot of things visiting its location.
There are lots of tourist attraction, you can choose whichever you want.
If you want to go to amusement park, you can go to Enchanted Kingdom or Star City. We also have beautiful
beaches like Boracay, Palawan, Cebu and Puerto Galera. You will also love eating Philippines delicious
foods like Adobo, Sinigang, Kare-kare and more. Most of the people living there are happy because you wil
lalways see them wearing a smile every day. We are also friendly, we love people whose surrounding us. We
also love sports, we always play since when we are at young age. We play basketball, billiard, badminton
and more. We celebrate many kinds of festivals such as flower festival, plant festival, festival for
honoring saints and others. That's why I love Philippines because for me it is a stress free destination.
（英文は一部掲載）

こんにちは、私はダンです。フィリピンから来ました。
フィリピンは、東南アジアに位置して7,641の島々で構成さ
れ南北3つのエリア（ルソン、ビザヤ、ミンダナオ）に分かれてい
ます。首都はマニラです。
フィリピンは環太平洋火山帯に位置して赤道に近く地震や
台風に悩まされていますが豊富な天然資源と世界最大規模
の多様な生物が生息しています。
フィリピンは農業から工業、サービス業へ移行中の新興工業
経済国であると考えられています。
遊園地（エンチャッテッドキングダム、スターシティ）や美しい
ビーチ（ボラカイ島、パラワン、セブやプエルトガレラ）の観光ス
ポットがたくさんあり、この国を訪れた人を楽しませています。食
べ物ではアド―ポー、シニガン、カレカレが美味しくあなたもきっ
と虜になるはずです。
フィリピンに住んでいる人々は、みんな笑顔で周りの人を愛し
友好的です。
若い時から、いろいろなスポーツ（バスケットボール、ビリヤー
ド、バドミントンなど）に親しみ、聖人や他人を尊重するため
に花の祭典や多くの種類のまつりを祝い楽しみます。

ます。朝の日ざしが心地よく、歩くのは大好きです。
私たちの家の周りにはコインランドリー、コンビニ、スーパーがあ
るのでとても便利でした。共働きなので洗濯に十分な時間も
ないので、コインランドリーをよく利用しました。
私は雪のベットで寝る経験をしました。また外で他の人と一
緒に雪だるまを作って楽しみました。テレビで見ていたことが現
実のものとなってとても幸せでした。
2014年10月、家の物が多くなったのでおおきな家に引っ越
すことになりました。今度の家は行徳駅から3分で中華、インド、
タイ、そしてフィリピンレストランに囲まれています.また、スーパー
やジム、公園も近くにありとても静かな場所でリラックスできます。
行徳支所は早く開きますので書類をもらうのにとても便利です。
近所の人々はとても友好的で、外で会うといつも挨拶してくれ
ます。住民の皆さんは市川市の行政ルールに従ってごみを可
燃/非可燃、可非リサイクルの分別処理を正しくして、ごみ箱
に入れてます。
公園で毎月第一土曜日にフリーマーケットがあり安い商品を
購入することができるほかいろいろなイベントがあります。

住みよい市川
私たちは2年ほど前まで、駅から徒歩で17分ぐらいの塩焼に
住んでいました。 新しいアパートで小さいですが、価格は安く
私たちにはまだ子供がいないので十分な広さでした。
妻のオフィスは南行徳にあり、お金を節約するために自転車
に乗っていきます。
私は巣鴨で働いています。私たちは早起きして一緒に朝食
を食べ、駅まで時々バスに乗りますが、ときどき運動のため歩き

島々に立つ家

7

美しいビーチとレジャー

IIAニュースNo.62

新入会員（7月～11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、

篠原

剛

年間 で全小 学校 を 回 り ま す 。こ
の事 業 にも IIA
か ら 多 く の人 が
協力しています。
勿論、
あ の大震災を 忘れてはい
ません。
二月には災害時に、
われ
われが被災した外国人にど の様
に対処す べきかを ワークショップ
を 交 え て二 日 間 実 地 訓 練 を 受
け ま した 。八 月 には 市 の防 災 訓
練 に参 加 し、外 国 人 と 共 に避 難
所を 体 験し、
問 題点 を 探 り 出 し
ました。
そして今年は IIA
創立十五周年
にな り ました。
現在佳境に入って
いる のは 記 念 誌 作 成 です 。この
十 五 年 を 写 真 を 中 心 に記 録 と
して留 めよ う と していま す 。編
集委 員 は 皆若 手 ？ IIA
の五 年 生
く らいです 。
その昔を 知っている
諸先 輩 か ら写 真 を 探 し出 し、行
事の記憶 を た ど っても らいど う
にか 目 鼻 が 付 いてき ま した 。十
五 周 年 祝 賀 会 時 には 立 派 な 記
念誌を 皆さんにお渡しできると
思います ので、
期待して下さい。
これ ら の行 事 は 会 員 の皆 様 の
努力 と 活躍 の上に成 り 立 ってお
り 、それ ら を 皆 様にお 知ら せ で
き る のは 広 報 の使 命 であ り 、醍
醐味です 。
今年から予算ひっ迫の
影 響 で、会 報 の発 行 が 年 ６回 か
ら ４回 にな り ま した が 、わ れ わ
れ 広報 委 員 会 は 、これ ま で以 上
に会 員 の皆 様 に有 意 義 でた のし
く 必 要 な 情 報 を お 届 け でき る
ように努力を いたします ので来
年もよろしく お願い申し上げま
す。

広報委員長

515( 358) ⑦インド

⑨台湾

318( 319) ⑩米国

234( 232)

編集後記
一 年 を 会 報 で振 り 返 ってみ ま
す。
ニューイヤーフェスタ二〇一六で
始まり ました。
三百人あ まり が
集ま り 、日本 の伝 統的 な 正 月 行
事 、獅 子 舞 、餅 つき を 楽 しみ 、イ
ンドネ シアの民族楽器、
中国の民
族舞踊、
スピーチコンテスト、
着物
のファッションショーそして福引と
我々にも縁遠く な り つつあ る日
本の行事と 外国の文化を 外国人
の皆 さん のみ な ら ず 、日 本 人 の
方にも楽しんでいただけたよう
です。
海 外都市 交流では人的 交流 が
盛 ん で、
楽 山 市 と の友 好 都 市 条
約締 結 三 五周 年 を 記 念 して、
四
月 には 楽 山 市 か ら 、
七 月 には 市
川市か ら代表団、
市民 団が訪 問
しあ い友 好 を 深 めていま す 。一
方青 少 年団 は、
七 月にはガ ー デ
ナ市から、
八月にはメダン市へ訪
問 していま す 。ま た 我 々 は 外 国
の方 が 来 られ ても 充 分 な 知 識 、
教 養が あ る よ う にと 、
諸 々 の講
演会が開催されています。
シリー
ズ化された日本人講師によるア
メリ カ 世情 、
外 国 人か ら直 接 聞
く そ の国 の事 情 と 考 え 方 な ど
など 。
そして我々には初体験の「
シェフ
先生 」各国 の料 理を 小学 生た ち
の目の前で外 国人が 料理 してそ
れ を 頂 く 。食 文 化 だ け でな く 、
そ の国 の文 化 も 味 わ い、真 の国
際人を 育成しようと の試みで四

816( 578) ⑥スリランカ
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440(429)

⑤ベトナム

452( 409)⑧タイ

829(610)

1,446(1,382) ③フィリピン

）内は昨年同月数

2016年10月31日現在（

市川市在住外国人登録者数及び上位10カ国の人数

1,394(1,344)④ネパール

5,883(5,546)②韓国 ※

①中国

広瀬 由妃
(ひろせ ゆき）
①日本③メ、ホ、青
清澤 節子 (きよさわ せつこ） ①日本 ③ガ、楽、メ、ロ、イ、
異
佐藤 多恵子（さとう たえこ）
①日本 ③ロ
高橋 Sharlene (たかはし シャーリン） ①フィリピン③異
今井 チョナ （いまい ちょな）
③異、外
Kim Riseung（キム リスン）
①韓国②韓国語、英語③ガ、
楽、メ、ロ、イ、ホ、日、通、異、外、青
高野 とみ （たかの とみ）
佐藤 智枝子（さとう ちえこ）
①日本③楽、ロ
斎藤 淑子 （さいとう よしこ） ③楽、ロ
関口 芳子 （せきぐち よしこ）①日本③ガ、楽、メ、ロ、イ、異
林 桂子
（はやし けいこ） ①日本③ガ、楽、メ、ロ、イ、異
中津 ゆうこ
(なかつ ゆうこ） ①日本 ③ガ、楽、メ、ロ、イ、
異
渡辺 百合枝 （わたなべ ゆりえ）①日本③ガ、楽、メ、ロ、イ、
石川 美里沙（いしかわ みりさ） ①日本③日、異、外
吉岡 智有 （よしおか ちあり) ①日本③メ
吉岡 聡子 （よしおか さとこ） ①日本 ③日
南雲 教子 （なぐも のりこ） ①日本
南雲 莉花 （なぐも りか）
①日本
津村 幸恵 （つむら さちえ） ①日本
津村 志保 （つむら しほ）
①日本
田中 定子 （たなか ていこ） ①日本
田中 呼子 （たなか ここ）
①日本 ③メ
苑 克厳
（えん かつげん） ① 中国 ②中国語
肖 志敏
（しょう しびん）
①中国②中国語
Coles Lea
(コレス レア）
①フィリピン ③通、異、外
大倉 京子
(おおくら きょうこ） ①日本③ガ、楽、メ、ロ、イ
藤村 昌輝
(ふじむら まさき） ①日本 ③メ、ホ
藤村 道弘
(ふじむら みちひろ）①日本③メ、ホ
李 剣鋒
(り けんほう）
①中国 ②中国語 ③外

総数 109ヵ国14,388人（109ヵ国 13,136人）市川市総人口数480,819人（476,479人）※朝鮮78人（74人）は含まず

