ICHIKAWA INTERNATIONAL EXCHANGE ASSOCIATION NEWS

市川市国際交流協会会報

I. I. A. ニュース

No.64

2017.6.8

新たな気持ちでスタート
15周年の節目を越えて～平成29年度IIA総会開催

5月28日（日）午前10時30分から、今年3月にオープンした全

催がありました。また、10年間親しんだ事務所は、八幡市民談

日警ホール(市川市八幡市民会館）で、平成29年度IIA総会が開

話室の機能変更により3月に現在の第一藤ビルに移転し、16年の

催されました。事務所移転等によりいつもより約１ヶ月遅い開

長きに亘って事務局長等を務められた太宰さんが3月末をもって

催となりましたが、120人余の会員、関係者の出席のもと、総会

退任されるなど、IIAの歴史の中で節目の年となりました。

議事、記念講演、交流会がとりおこなわれました。

そして、今年度は新たな気持ちでスタートする年となります。

昨年度はIIA設立15周年を迎え、記念誌の発行や記念行事の開

（P2へ続く）
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総会報告

会員の努力で財政やや良化

高橋新副会長の開会の辞で始まった総会は、通訳翻
訳委員会大内委員長の司会のもと議事が進められまし
た。議事に先立ち、成田会長の挨拶、市国際交流課藤
田課長のご挨拶、来賓から笹本相談役、市川市議会国
際交流議員連盟金子会長のご挨拶がありました。
また、退任となった太宰前事務局長、中村前監事の
長年の功績をたたえて感謝状と花束の贈呈がありまし
た。(挨拶の一部は別掲）

家賃等が新たな支出項目となり、管理費は前年度予算対比
130％となりました。引き続き経費の効率的な使用が求めら
れ、各委員会への活動費も一律減額となりました。
3号議案「役員の改選(案）」では、新任役員に副会長・
高橋道夫、監事・岩田敏夫、事務局長・永長剛、ホームス
テイ・ビジット委員会委員長・福永由繁、日本語教室委員
会委員長・西依章郎の各氏が選出され承認されました。
以上3議案はすべて承認されました。

規約により、成田会長が
議長に選出され、議案の審
議に入りました。
1号議案「平成28年度事業報告及び決算」では、年度中の
主な事業の報告があり、熊本地震への義援金募金、楽山市
への市民団派遣、新たな事業のシェフ先生、総合防災訓練
への参加、ドイツデイへの参加、設立15周年を記念して、
記念誌の発行、会員の集いなどが紹介されました。決算は、
収入、支出とも当初予算を上回りましたが、事業収入が予
算対比171％と伸びたこともあり、差引残高は200万円を超
えました。市との事業費精算金を返還後の繰越金は、初め
て100万円を超えました。これは、ドイツデイ、市民まつり
でのコーヒー等の販売、シェフ先生の市からの受託、15周
年記念祝賀イベント開催、各委員会の活発な行事催行等に
よる会員の努力の結果といえるでしょう。決算数値につい
ては、監事より監査報告があり、適正と認められました。
2号議案「平成29年度事業計画(案)及び予算(案）」では、
例年の行事に加えて、春夏の｢文化イヤー、ドイツ・フラン
スフェステイバル」への参加、ガーデナ市との提携55周年
記念事業（訪問と受け入れ）、楽山市の青少年代表団の受
け入れ、3年後のオリンピック・パラリンピックに関連した
事業の検討などが事業計画に盛り込まれました。
予算は、収入、支出とも2千万円を上回る規模となりまし
たが、事業費の計上方法を変更し、事業費全額を収入・支
出に計上し、事業確定後は市との精算を行わないことが大
きく影響しています。一方、支出面では、新しい事務所の

新緑さわやかな本日、
新装なったここ全日警ホー
ル(八幡市民会館）で当
協会の総会を開催できる
喜びを感じています。
「姉妹都市・友好都市協
会」と「WINGいちかわ」
が統合され、昨年15年が
経過し、その間IIAとい
う一つの団体として団結
してやってきました。また、この機に事務所を移転し、独
立したスペースとなり、会員の手造りで居ごこちのよい事
務所となりました。是非お越しください。
教育委員会と連携して行う事業が増えてきました。シェ
フ先生、未就学児童の日本語支援、国際理解教育など市川
市の児童への支援です。109カ国、1万4千人の在住外国人の
方々にとって住みよい市川となるために、IIAの果たす役割
は大きいと思います。海外都市との交流では、今年ガーデ
ナ市との姉妹都市締結55周年事業や、楽山市からの青少年
代表団受け入れなどがあります。
世界の情勢が不安定な中、海外都市との交流がどうある
べきか問われる時期ともいえますが、市民交流は根強く、
大切なものと考え、今後とも努力していきます。
協会にとって、法人会員のご支援、市、市議会のご協力
はなくてはならないものです。これからもお力をお借りし
て、親しまれる、開かれたIIAとして発展してまいります。

議案各号を承認

太宰前事務局長挨拶
このよう
な晴れの舞
台でご挨拶
できること
に感激いっ
ぱいです。
専門員として7年、事務局長として9年、
合わせて16年間務めさせていただきま
した。楽しかったこと、辛かったこと、
多くの思い出がありますが、皆さんの
ご協力でなんとかやってこられました。
ここに心より感謝申し上げます。こ
れからは、一会員としてお役に立つこ
とがあれば協力させていただきます。
新しい生活リズムに慣れて元気に生活
していきたいと思います。本日はあり
がとうございました。

会長挨拶

笹本相談役挨拶
本日は一会員として参加させていた
だいていますが、ご指名をいただきま
したので僭越ながら一言申し上げます。
2年前に成田会長へバトンを渡して以
来、協会が益々発展しておりますこと、
敬意を表します。これからも団結して
活躍いただくよう期待しております。
今年度はガーデナ市との55周年事業、
楽山市の青少年代表団受け入れなどの
事業があるとお聞きしました。いずれ
の事業も成功されることを祈念いたし
ます。そしてIIAの益々の発展をお祈
りします。
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金子国際交流議員連盟会長挨拶

本日は、守屋県議、松永、石原よし
のり、石原美佐子各市議ともども出席
させていただいております。まずはこ
の新装市民会館での総会開催おめでと
うございます。旧市民会館の建て替え
は、地主である葛飾八幡宮から、大祭
の前までならという条件で始まり、急
ピッチで建設されました。ネーミング
ライツで全日警という名前となりまし
た。
さて、市川の様々な交流の長い歴史
の中で、きめ細かい交流が可能となっ
ているのは、IIAのおかげと思ってい
ます。新任の国際交流課長もベテラン
であり、市、議会、IIAと共同して発
展していきましょう。
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2期8年のあゆみ

市長記念講演
今年の「記念講演」は、12月で2期
8年を満了するにあたり、大久保市長よ
り、この8年間のあゆみをお話しいただ
きました。
IIAの皆様には、日頃から国際交流事
業へのご協力を頂き感謝申し上げます。
本題に入る前に、最近の国際交流の話
題として、先ごろローゼンハイム市で
開催された「日独経済会議」、昨年イッ
シー・レ・ムリノー市に造成された日
本庭園を紹介します。(スライド等で説明）
8年間の施策として、①行財政改革、
②ハードの整備、③美しい景観の街づくりがあります。行
財政改革では、事業仕分けによる廃止として、菅平のいち
かわ村、本八幡駅前のパテイオ内健康増進センター、稲荷
木幼稚園などがあります。最大効果の上がった人件費の抑
制では、給料表の改正、職員数の削減(5年で約200人）、管
理職削減、副市長一人体制などを行いました。市税収納率
の向上(H26.27年度は県内トップの97.4%)、公立保育園、老
人保健施設などの民営化も進めており、駐輪場、青果市場、
リハビリ病院の民営化も視野に入れています。これらの施
策で、借金は182億円の減少、基金(貯金）は95億円の上積

交流会

みを達成できました。ハード
の整備では、小中学校等の耐
震化を全55校で完了、一部の
学校は建て直しをしました。
また。クリーンセンターの延
命化、本八幡ターミナルシテイ
の建設等による地区の再開発、
都市計画道路、3・4・18号線
が昨年11月に開通、ここ全日
警ホールの開館、原木排水機
場、大和田ポンプ場による治
水整備、そして市役所新庁舎
の建設があります。現在市役所の主な機能は第2庁舎(仮庁
舎）に移転し、3年後の第1庁舎完成後に戻ることとなって
います。その他にも、外環道開通(来年度予定）による「道
の駅」の建設(国分）、市川漁港の整備、塩浜駅前の再開発、
原木地区調整区域の住宅化、北方町の開発などがあります。
美しい景観の街づくりでは、大規模開発で景観協定を結ん
で、塀がなく植樹が多い住宅の建築、植栽帯、街路樹の整
備、夜間のイルミネーションなどを進めています。
まだまだお伝えしたい事はありますが、時間も来たので
この辺で終わりといたします。
(山本 怜）

児童合唱団とボリビアのダンス
次いでのステージは、「コラソン・ボリビアーノ」とい
うダンスグループです。司会が、IIAラテン・アメリカ担
当（？）の近藤さんに代わり、グループの紹介です。市川
在住のカジ・マラヤさん、ご主人、お子さんを中心とした
大人3人、子供4人のグループで、グループ名のコラソンが
「こころ」を意味す
るように、ボリビア
の心を伝えたいと各
地で舞台に立ってい
るとのことです。
この日は、3つの
異なるテーマで踊り
が披露されました。
最初は、銀の鉱山へ
向かう奴隷たちの唄、
次にボリビアーノ・
キッズによる、けん
か祭りのテーマ、そ
して最後は大人たち
で、鉱夫が信仰する
山の神をテーマにした、ビアブラーダという曲です。途中、
客席からも加わり、ダンスの輪がひろがりました。
すべての予定を終了し、ステージに会員が集合して記念
写真(P1に掲載）を撮り、今年も頑張ろうと誓いました。
（山本 怜）

お弁当の昼食の
後、楽しい「交流
会」の始まりです。
司会を異文化交流
委員会村井委員長
にバトンタッチし
て、まずは市川児
童合唱団の子供た
ちがステージに登
場しました。同合
唱団は、40年以上
続く伝統ある合唱
団で、小学校1年生
から高校2年生まで
幅広い年代の少年、
少女たちで構成されています。毎年の定期演奏会のほか、
数多くのイベントで演奏を披露してきており、2年前には、
ローゼンハイム市へ遠征もしました。今日の演奏は、「歌
声は世界をめぐる」というIIAにふさわしいテーマを用意
していただき、飯田先生の指揮のもと、「5匹のこぶた」
(チャールストン）、「ワン」(ニューヨーク）、「オルフェ
の唄」(ブラジル）、「スクリーン・メドレー」（世界各
地）、「小さな汽車」（フランス）などが演奏されました。
特徴は、曲に合わせて全員そろって歌ったり、小グルー
プに分かれたり、身ぶり、手ぶりを入れるなど、動きのあ
るステージを披露することです。明るい歌声と可愛い身振
りに会場の皆さんもすっかり和んでいました。
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新任役員紹介
ホームステイ・ビジット委員会

副会長
たかはし

日本語教室委員会

みちお

高橋 道夫

委員長

（市川国際交
流部会担当）

ふくなが

委員長
よししげ

にしより

福永 由繁

この度、ご縁が
あり功名高き市川市国際交流協会の副
会長に就任いたしました高橋道夫でご
ざいます。
過去に市川市公立小学校長を最後に退
職し、現在は市川市教育委員の家庭教
育指導員（非常勤職）として家庭教育
力の充実に向けた仕事をしています。
今回、友好都市を中心とした海外と
の親善をはじめ外国人との交流を通し
て市民の国際感覚の高揚など新たな目
標を頂き、身が引き締まる思いで一杯
です。
よろしくお願い申し上げます。

あきろう

西依 章郎

我家には、これまで
数ヵ国の人達が滞在
し、その後も交流の
ある人が何人もいて、楽しく交流さ
せて頂いております。交流には、イ
ンターネットの画像、動画検索など
がとても助けになりました。
ホームステイ・ビジットは、お互
いの国の文化、世代など、様々な要
因がからみあって良くも悪くもなる
のでしょう。見直すべき事業、より
発展が期待できる事業について、感
じた事を申し上げ明日の国際交流協
会に資することが出来れば幸いです。

日本語教室では
現在120人のボラ
ンテイアの方々が、
多い人は年間100日以上、教育や準備
に取組んでおられます。
しかし、年金の環境から今後の60
歳台は仕事を継続せざるを得ず、従
来のままでは教室の存続も困難な時
代になります。
5年後を見据え、この課題に取組ん
で行きます。

市・国際交流課の新陣容
市の外国籍の住民数を見ますと、先月末で1万5千人を突破
しましたが、例えば、市内の小中学校においては、ほとん
今年度より市川市国際交流課長に着任しました藤田俊雄と どの学校に外国人児童生徒が在席されており、親御さんを
申します。成田会長をはじめ、役員の皆様、会員の皆様に 含めた日本語教育や日本の文化・習慣を学ぶことの重要性
おかれましては、日頃より国際化の推進にご尽力を賜り、 が年々増していることと思います。また、東日本大震災を
また本市の国際交流事業に多大なるご支援とご協力を賜り、 きっかけに、災害時の外国人支援の取り組みも大きく取り
厚く御礼申し上げます。私は、平成21年度から平成26年度 上げられるようになりました。このような社会情勢の変化
までの6年間、国際交流課に在籍しておりましたが、こうし に柔軟に対応していくとともに、今年で締結55周年を迎え
てまた、協会の皆様とご一緒に国際交流事業に取り組める たガーデナ市をはじめとする姉妹・友好都市、パートナー
ことを大変嬉しく感じております。
シティとの絆がさらに強いものとなるよう、国際交流協会
さて、「地域の国際化」の推進に関し、今から10年以上 の皆様はもとより、国際交流議員連盟の皆様、他の市民活
前までは、政府は「国際交流」と「国際協力」の2本柱を掲 動団体や大学などの教育機関、企業の皆様方のお力添えを
げ進めておりましたが、平成18年に新たに「地域の多文化 いただきながら取り組んでまいりますので、今後とも一層
共生」という3本目の柱を加え、地方自治体もその指針に基 のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
づき、国際化施策を進めてきたところでございます。市川

就任のご挨拶

国際交流課 課長 藤田 俊雄

職位

氏名（よみかた）

海外提携都市担当

1

課長（新任）

藤田 俊雄 （ふじた としお）

2

主幹

福田 修

3

主査

矢島 はるな（やじま はるな）

ガーデナ、ローゼン

4

主任

角田 由貴 （つのだ ゆき）

楽山、メダン、イッシー

5

主任主事 (新任） 川和田 遼 （かわわだ りょう）

6

主事

谷口 竜平 （たにぐち りゅうへい）ガーデナ、イッシー

7

サポート職員

佐藤 貴子 （さとう たかこ）

（ふくだ おさむ）

楽山、ローゼン
後列左から、佐藤さん、谷口さん、福田さん、矢島さん、
角田さん、前列左から、藤田さん、川和田さん

4

IIAニュースNo.64

平成29年度主要事業一覧（協会主催他）
総会資料「H29年度事業計画」から協会自主事業等を抜粋して掲載しています。各事業は催行時期、内容の変更の可能性があります。
また、これ以外に計画中の事業もありますので、IIAニュース各号、IIAホームページでご確認ください。

災害時の外国人支援講座(6月22日・和洋女子大学）
ガーデナ市へ市民訪問団派遣(7月6日～13日）
楽山市青少年代表団の来市受入(7月31日～8月9日）
サバイバル日本語教室(8月19日～20日）
市川市民納涼花火大会へ協力(8月5日）
回遊展 in 八幡へ協力(9月）
文化イヤー秋の祭典ドイツ・フランスフェステイバルに参加
(10月8日、9日）

日本語教師養成講座(10月～2月の間に17回開催予定）
ガーデナ市公式訪問団来市受入(11月2日～6日）
開催時期が未定の事業：
インターナショナルデイ イン いちかわ
第7回千葉県国際交流協会連絡協議会へ参加
市内中学校英語発表会後援
国際理解、国際交流に関する講演会
オリンピックに関連した事業等

上記の他、通年実施が予定される事業等
☆異文化・外国人委員会：シェフ先生事業受託(6月～12月）
☆協会自主：こども日本語教室（通常毎月、第2、第4土曜日）
☆広報委員会：IIAニュースの発行（年4回）、ホームページの
更新（毎月）、各委員会のホームページ更新（年2回）
☆通訳・翻訳委員会：通訳翻訳ボランテイアの派遣（在住外国
人への支援、提携都市からの来訪者への支援など）

☆楽山市委員会：中国語教室（夏季を除く月1回）
☆ローゼンハイム市委員会：楽しい独語講座（月１回を予定）
☆イッシー・レ・ムリノー市委員会：初級フランス語講座（年6
回予定）
☆日本語教室委員会：通年スケジュールに基づき日本語教室を
運営
☆IVIS：市の外国人相談窓口業務を受託

終了行事の報告

海外の人達とお茶会 （メダン市委員会）
うよ)饅頭(注）とお抹茶を振る舞いま
市川市立新浜小学校で実施されている日
した。お饅頭は､「甘くて美味しいね。
本語教室には、インドネシア、中国、ネパー
桜の花が綺麗だね」と言って、1個では
ル、フィリピン、ベトナム、メキシコ、モ
物足りなさそうでしたが、お抹茶の方
ンゴル等から来た幼稚園児から中学生が通っ
は、「美味しい、美味しい」とあっと
ています。3月18日の修了式のあと、1年間
いう間に飲んでしまう子、「苦くて飲
一生懸命頑張ったご褒美に、お茶会を企画
めない」とギブアップする子と様々で
しました。
した。インドの女性は、「自分もやっ
今年は、もっと多くの海外の人たちにも、
お茶を楽しむ子供たち
てみたい」と言ってこられ、先生の指
日本の茶道を知ってもらいたいと、市川市
ユネスコ協会が実施している大人向けの日本語教室にも声を 導の下、一生懸命お抹茶を点てていました。茶道を非常に気
かけました。インドとミャンマーの人が来てくださり、子ど に入ってくださったようです。
来年は子どもたちにも、自分で抹茶を点てる体験をさせて
もの保護者を含め、44人の大お茶会となりました。
会場の家庭科室を、扇や、お花で飾り、お茶道具を並べ、 あげたいと考えています。
海外の人たちに、日本の文化を味わってもらう事ができた
お茶会の雰囲気を作りました。メダン市委員会の佐々木節子
（青野 雅子）
さんと桑原純子さんの優雅なお点前に、小さなお客様たちは と思います。
興味深く見入っていました。桜の花の焼き印を押した薯蕷(じょ (注）大和芋などを皮に用いた蒸菓子

里見公園でお花見 （ローゼンハイム市委員会）
4月15日にローゼンハイ 開催されている「Japantag」(日本デー)が大変に盛況で、例年
ム市委員会恒例のお花見会 85万人もの人がヨーロッパ中から押し寄せてくるという事例を
が里見公園で開催されまし 話しました。すると、ミュンヘン市の英国公園内で毎年7月に
た。ローゼンハイム市から 開催される「Japanfest」（ミュンヘン日本祭り）も昨今の
は、Michael Krombholz氏 「世界中の日本ブーム」を反映して近年、特に盛り上がってい
とAnian Winkler氏が、そ るとの話をしてくれました。
しだれ桜のもとで
して当会会員の佐伯さんの
最後にKrombholz氏に「今後の市川市とローゼンハイム市の
ドイツに嫁がれた妹さんのお孫さんにあたる高校生のMomoちゃ 関係をさらに密にしていく為には何が必要か？」と伺ったとこ
んがフライブルグ市より来日されました。今シーズン最後と思 ろ「感受性の強い10代の高校生や大学生が、より多く頻繁にド
われる、散りゆく「しだれ桜」の花を見ながら皆で乾杯をして、 イツに来て両都市、両市民との交流を持って相互理解を進めて
とても楽しいひと時を共有することが出来ました。Krombholz いくことがとても大事だ」と答えてくれました。
氏に、千葉市と提携しているデュッセルドルフ市で毎年5月に
（廣田 祐策）
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バスツアー行田 （IVIS)
On Sunday, May 14th 2017, the IVIS organized bus tour of historic Gyoda city, Saitama set out
from the vacated former Ichikawa City Hall in Motoyawata. First stop, Oshi Castle Turrets. Built on
swamp land, I was impressed that it brilliantly captured man’s ability to adapt nature to his or her
benefit. As our tour group moved within the castle museum, we journeyed to more contemporary
times viewing historic photographs that brought to life the times of that era as was previously
explained to us on the tour bus. Up in the turrets, one could imagine the countryside and its glory
far removed from the present city profile. Next was lunch. It was at a restaurant, Saisai- tei,
worthy of its reputation as a fine provider of beef and beef stew, in particular. The food was
wholesome, bountiful, beautifully presented and far beyond the typical standard of what is
considered delicious. The next stop of our tour – the museum tour and burial mounds of long ago:
Sakiyama Kofun. Most striking was the 5th century iron sword with gold engravings charting a full
7 generations of the owner’ s family that was buried with and in honour of the man’ s value to
those he served. Outside the museum, we were off to climb the Sakiyama Kofun hills. The
landscape reminded me very much of Toyohashi city in Aichi. The panoramic view of the city
provided us perspective to the broader landscape. The tour ended in full circle as we arrived back
at our point of origin. (Todd Leroux)
5月14日、IVISのバスツアーは空家になった市役所を出発。 櫓からは街が見渡せ、田舎の景色とかつての街の繁栄の様
最初に忍城の櫓へ。沼沢地の自然を巧妙に取り込んで印象 子がわかった。昼食は噂のお値打ちビーフシチュー。健康
的。城内の博物
的、たっぷり、美しい盛り付けで
館で写真を通じ
並でないもの。次に鉄剣の「さき
て昔より現代ま
たま古墳群」へ。丘の上からの眺
で旅をし、バス
めは昔見た豊橋を思い出させた。
内での事前説明
(日本語は抄訳）
でよく理解でき、
行田はここです
さきたま 古墳

講演会「どうなるトランプ政権？～揺れるアメリカ、世界～」（ガーデナ市委員会）
今年度最初となる講演会が5月25日、全日警ホール(八幡 界25ヵ国に展開している自己のビジネスから得られる利益
市民会館)で開催され、会場となった第2会議室は40人近い が、「利益相反」として合衆国憲法に違反しているのでは
聴講者でうまりました。このところマスメデイアで頻繁に ないかとして市民団体が提訴しているとのこと。「弾劾裁
露出しているトランプ関連ニュースもあって、関心の高さ 判」の可能性も見えてきており、トランプ大統領は窮地に
がうかがわれました。
追い込まれてきていると言えます。
今回も講師に桜美林大学名誉教授、上坂 昇氏をお迎え
そして本日の講演で最も衝撃的な「トランプはサイコパ
ス(精神病者)ではないか？」という話になりました。ニュー
し、幅広い情報収集から、様々なトピックスをスライド写
真や図表を使って解説していただきました。
ヨーク・タイムズで公表された精神医学の専門家達の警告
上坂氏は、「昨年の講演で、お馬鹿さんトランプと言っ や、ウエブサイト「チェンジ」での辞任を求める署名活動
たが、今でもそれが変わらない。そのことがアメリカそし の趣旨として「精神疾患によって大統領の権限を行使でき
て世界に大きな不安をもたらしている」と切り出し、危機 ないので、憲法修正第25条3節により解任されるべき」と
感を表明されました。ハネムーン期間とされる就任後100 明記されているなど、トランプ病気説？が広まりそうな気
日を経て、公約の達成具合を検証しました。オバマケア 配とのことです。
(医療保険制度改革)、大型減税、規制緩和、TPPからの離
講師の意見は、「トランプ大統領は辞任すべき」と聴き
脱など、一部実現しつつある政策もあるものの、大半は達 ましたが、果たしてどうなる？
会場からの質問は、日本への影響、アメリカ在住の親族
成困難な状況に陥っています。
低いままの支持率（就任100日目時点38％）、高い不支 への影響など、トランプ政権下での不安の声でした。アメ
持率（同57％）、スキャンダルの続出など、政策実現以前 リカ以外でも不安定な情勢の国が多い中、アメリカがアメ
に大統領の資質を問われる状況となっています。その根拠 リカらしい秩序、公正を取り戻して、もう一
として、「ウソつきトランプ」、「ポスト・トウルース 度世界のリーダーになってほしいとの希望は、
（脱真実）」、「オルターナテイブ・ファクト（代替的真 はかない夢でしょうか？講演を聴いて複雑な
実）」などの言葉を紹介しました。平気でウソをつき、約 心境になった聴講者も多かったのでは？
(山本 怜)
束を守らず、間違えても謝らない、客観的事実より感情的、
個人的意見を選択、正しい事実以外にもう一つの都合のい
ameba.jp
い事実があるといった自己中心的な性格です。さらに、世
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文化イヤー春の祭典 (市主催・IIA協力）
その他にも会場内の飲食スペースの管理も請け負い、
文化イヤー2017は、全日警ホール（八幡市民会館）
委託料を協会の活動費に充てることが出来まし
が開館したことを機に、これまで以上に市川の
た。
文化に親しんでいただくためのイベントで、
館内では、各種講演会、セミナーなどの
文化会館、東山魁夷記念館、文学ミュージア
イベントが開催され、イッシー・レ・ムリ
ムを合わせ市内4つの会場で多彩な催しが開
ノー市委員会委員長、野澤順治氏による
催されました。
「世界遺産を巡るドイツ編」（5日）、「同
IIAは市川文化会館での「ドイツ・フランス
フランス編」（6日）の講演があり、両日と
フェステイバル」にコーヒー販売として文化
会館前広場に出店しました。広場では、他にも おいしいコーヒーいかが も満席の盛況でした。
お手伝いいただいた会員の方、お疲れさまで
ソーセージ、パン、惣菜、ビール、ワインなどの
出店、大道芸人によるパフォーマンスなどが行われました。 した。秋も同じイベントがあるようなので、皆さんのご協
(広報委員 山本 怜)
開催された、5月5日と6日は両日とも天気に恵まれ、多くの 力をお願いします。
来場者があり、コーヒー販売も一定の成果がありました。

シリーズ

わたしの母国、わたしの市川（9）ベトナム
料理の日越交流、ブンチャー、ラーメン、寿司
Ms. Le Thi Van （ヴァンさん）のプロフィール
ベトナム人の主婦のヴァンと申します。2016年3月から日本に来ました。現在、市川市に主人と住んでい
ます。お弁当に関する仕事をアルバイトしています。1年前から日本語教室「こんにちは」で日本語を勉強
しています。今年12月にある日本語能力試験N3を合格するのが目標ですので、今一生懸命勉強しています。
趣味は料理を作ることで、日本の色々な料理も作りたいです。
ボランティアから一言
ヴァンさんは熱心にご主人と一緒に日本語を勉強しています。文型の例文発表ではユーモアたっぷりな、
ほほえましい夫婦生活の場面が多く、教室の雰囲気を和ませてくれています。

Xin chào
Tôi tên là Vân. Tôi đến từ Viet Nam.
Việt Nam là đất nước nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, có dải đất trải dài hình chữ S với diện tích 33 vạn 1 nghìn kilomet vuông, dân số hơ
n 83 triệu dân, có thủ đô hiện tại là Hà Nội. Cũng giống như Nhật Bản thì một năm Việt Nam được chia làm 4 mùa xuân hạ thu đông.
Ở Việt Nam chúng tôi, có rất nhiều cái món ăn ngon được mọi người ngoại quốc biết tới. Ví dụ như Phở Hà Nội là món ăn rất được yêu thích. Bên
cạnh đó, bún chả cũng là một món ăn rất ngon, mà tôi muốn giới thiệu đến mọi người. Theo như hình ảnh, bún chả được làm từ bún, thịt và nem q
uận ăn cùng với rau xanh. Đặc biệt, nước chấm được pha chế từ nước mắm cũng chiếm tới 50% hương vị thơm ngoan của món ăn này. Nếu như
có lần đến Việt Nam, nhất định bạn phải thưởng thức hương vị của bún chả nhé. Ở Nhật Bản cũng có các quán ăn của Việt Nam nên nếu muốn mộ
t lần nếm thử thì tôi gợi ý bạn đến quán Hoàng Ngân ở shibuya.
Một năm kể từ khi đặt chân sinh sống ở Nhật Bản tôi cũng rất nhớ hương vị các món ăn quê nhà, tuy nhiên cuộc sống hiện tại tại ichikawa cũng k
hông phải là ít những điều tôi rất yêu thích. Nói về đồ ăn, thì ramen, hay sushi, được lần đầu ăn những món ăn nổi tiếng ấy quả là tuyệt vời. Đặc bi
ệt là những món hoa quả vừa rẻ lại rất ngon mà từ khi sang Nhật, sau mỗi bữa ăn của tôi không thể thiếu được. Sau này nếu có về Việt Nam chắc
hẳn tôi cũng sẽ rất nhớ những hương vị Nhật Bản vậy. Nếu như ở Nhật có thể ăn những món Việt, hay ở Việt cũng có thể ăn hết những món Nhật
bản thì đối với tôi đó thực sự là một điều tuyệt vời nhất.
こんにちは、私はベトナムから来たヴァンと申します。
います。ベトナムにきたら、ぜひお食べください。日本にも
ベトナムは東南アジアの中央部に位置し、S字の形をしていま ベトナム店があるので、ブンチャーを食べてみたい方は渋谷
す。面積は331,000㎢、、人口は8,300万人で、首都はハノイ にあるHoang Ngan店などをおすすめします。日本に住んでい
です。日本と同じで1年に4季節、春、夏、秋、冬があります。 る1年間に母国の味をよく思い出しますが、現在市川市での生
ベトナムには、外国人にも知られている色々な美味しい食べ 活にも大好きなことが少なからずあります。料理なら、夢の
物があります。例えば、「フォーハノイ」など人気がありま 料理ラーメン、寿司が食べられて良かったです。特に、果物
す。フォー以外に「ブンチャー」という食べ物ももっと美味 は安いし、美味しいし、日本に来てから毎日の食事あとに欠
しいので、紹介したいと思います。写真(左）の通り、「ブン かせません。将来ベトナムに帰ったら、日本の食べ物もよく
チャー」は「ブン」と呼ばれる
思い出すと思います。
日本でもベトナムの料理が食べ
細い米麺、肉、春巻きを野菜と
一緒に食べる料理です。特に、
られ、ベトナムでも日本の料理が
たれはナンプラーからできてい
食べられれば、それは私にとって
て、そのナンプラーがブンチャー
とても素晴らしいことです。
の美味しさの50％を引き出して
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◆楽しいドイツ語講座（ローゼンハイム市委員会）
日時
6月25日(日）10：00～12：00
7月23日(日）10：00～12：00
場所
中央公民館第３会議室
参加費
500円
連絡先
後関 正 Phone:090-8720-2841
Email: gg_gtadashi@yahoo.co.jp
◆お茶と着付け（バデイーズ）
日時
6月14日(水）10：00～12：00
7月12日(水）10：00～12：00
場所
男女共同参画センター和室
参加費
300円
連絡先
加藤 Phone:047-322-7855

報 6月～7月

◆委員会とフランス語講座（イッシー市委員会）
日時
6月24日(土）10：00～12：00
場所
中央公民館第２会議室
費用
500円
連絡先
野澤 順治 Phone:090-8346-6408
小倉 光枝 Phone:047-373-4581
*フランス語の講師は、リエナール・フランソワ氏
◆浴衣帯の結び方（バデイーズ）
日時
7月7日(金） 10：00～12：00
場所
駅南公民館
参加費
無料
要連絡
山本 純子 Phone:047-332-6570
◆楽山市青少年代表団来市 （市・IIA共催）
期間
7月31日(月）～8月9日(水）
予定 知事表敬訪問、市川納涼花火大会参加ほか、市内外を
見学します。
☆送別夕食会
8月8日(火）18時より。場所未定
皆様のご参加をお待ちしています。
☆ホームステイ受入れホストファミリーを募集しています。

*対象は、外国人の方限定（付き添いの日本人を除く）
◆全体会・第１回茶話会（外国人委員会）
日時
6月18日(日）13：00～15：00
場所
全日警ホール(八幡市民会）第１会議室
参加費
無料
問合せ
田中アイアン Phone:080-1293-1602
田嶌 芳恵
Phone:090-1701-9793

日本語教室教師養成講座
市川市の在住外国人が15,000人を超え、日本語教室の必要性が高まっています。10月から2月まで、毎週土曜日、計17回の
講座を予定しています。是非この機会に、日本語教師にトライしてみませんか！ お問合せは、IIA事務局まで。

新入会員（'16年11月～'17年1月）

順次掲載します

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

真柄 妙子(まがら たえこ)①日本②英語、イン
ドネシア語③ガ、メ、ロ、通、異、外

山内 誠(やまうち まこと) ①日本③ガ、楽、異、
青

(敬称略）

ロ、イ、ホ

大塚 路子(おおつか みちこ) ①日本②タイ語、

英語③日、通、異
山本 収陽(やまもと しゅうよう) ①日本②英語 大森 純子(おおもり じゅんこ) ①日本③日
③ガ、イ、異
Ahamad Tutul(アハマド トトル) ①バングラデ 季 キー珊(リ キーサン) ①中国②中国語、英語
③ガ、楽、異、外

シュ③異、外

大塚 主和子(おおつか すわこ) ①日本③日
植草 志帆(うえくさ しほ) ①日本③異

小森 久美(こもり くみ) ①日本③異

小林 てるみ(こばやし てるみ) ①日本②英語③

木内 麻衣(きうち まい) ①日本②英語③通、異 目黒 美葉(めぐろ みわ) ①日本③イ
本司 俊喜(ほんじ としのぶ) ①日本②英語③ガ、
加藤 圭一(かとう けいいち) ①日本③イ、異
通
長根 明子(ながね あきこ) ①日本②英語、スペ
イン語③ガ、ロ、イ、日、通、異
Andre Paul Bauer(パウールバウエル アンドレ)
①ブラジル③異、外
田中 祥一(たなか よしかず) ①日本②英語③ホ、
通、異
バウエル久美子(バウエル クミコ) ①日本③異

日、通、異

山田 豊(やまだ ゆたか) ①日本③メ
金井 克海(かない かつみ) ①日本③楽、異
菊地 サリーナ(きくち サリーナ) ①マレーシ
ア②マレーシア語、中国語③通、異

臼倉 道代(うすくら みちよ) ①日本③メ、ロ
松丸 隆(まつまる たかし) ①日本③ガ、楽、メ、 後藤 昭子(ごとう あきこ) ①日本②英語③通

藏本 夏美(くらもと なつみ) 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
2017年4月30日現在 （ ）内は前年同月数
①中国

5,997（5,694） ②韓国 ※

1,453(1,418)

③フィリピン

⑤ネパール

950（ 726）⑥スリランカ

561( 421) ⑦インド

⑨台湾

320（ 316）⑩米国

257( 221）

1,407（1,348） ④ベトナム
493（ 415） ⑧タイ

999（744）
457（443）

総数109ヵ国15,082人（112ヵ国 13,789人） 市川市総人口数483,199人（479,523人）
※朝鮮人70人（77人）は含まず
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