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新年度が始まります
しだれ梅

梅

椿

じゅんさい池周辺の花

早春の花、椿や水仙が咲き、今は梅の季節、やがて桜も
開花して本格的な春がやってきます。
4月からの平成30年度は、平成の年号で最後となる「フ
ル」年度です。来年の5月には新しい年号に変わり時代の
一つの区切りとなります。
また、世界そして日本で、めまぐるしく環境が変化す
るなか、私たちIIAを取り巻く環境も時代とともに変化し

水仙

ています。時代に合った体制、活動を目指してIIAの規約
を改定することにしました。5月の総会で審議されます。
そして平成30年度は青少年交流事業が3つ実施される活
動的な年となります。詳しくは次ページをご覧ください。
新年度を迎え、気持ちをリフレッシュして、今年も元
気で楽しくボランティア活動を行いましょう。
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IIAの規約を改定
IIAの規約は、制定以来何度かの改定を経て、平成
28年度の改定版が最新となっています。従来の改定
は部分的であり、規約の全面的な見直しを図り、協
会の現在の体制、活動に合わせたものに改定するこ
ととしました。
以下に改定のポイントをお知らせいたします。

2.組織、権限、役割を現状に合わせて明確化
・海外都市交流部会、いちかわ国際交流部会を廃
し、委員会のみとする。
・協力団体として、IVIS（市川ボランティア通訳
の会）、バデ イーズを明記する。
・役員の範囲を変更し、会長、副会長、委員長、
監事、事務局長とする。
1.目的の表現を変更
・監事の役割を拡大し、事業運営の執行状況の監
現在の規約第2条の協会の目的は、目的と手段が不
査及び必要に応じた役員会への意見具申を加え
明確に表現され、わかりにくいことから、表現を全
る。
面的に改定します。新しい表現は、「協会は、市川
・委員長会議を廃し、役員会とする。
市の歴史的・文化的特性を継承しつつ、その一層の
3.情報管理
発展に向けて、異なる文化や価値観をともに認め、
情報の取り扱い、議事録の作成、保存等を加える。
尊重しあえる豊かな社会づくり、市民主体の国際交
4.規約の構成
流・国際協力の促進を図ることを目的とする」です。 章、条、項、号と区分し、見やすくする。

今年は青少年交流の年
IIAと市川市は、市川市と姉妹・友好都市との青少年交流事業として、市川からの青少年派遣、提携都市か
らの青少年受け入れを原則3年のサイクルで実施しています。今年は、ガーデナ市（米国）、楽山市（中国）
へそれぞれ派遣、メダン市から受け入れの年となります。3つの青少年交流事業が同一年度に実施されるのは
珍しいことです。以下にその概要をお知らせします。

ガーデナ市へ派遣
期間：2018年8月2日(木)～11日(土）8泊10日
派遣人員：8人、他に引率2人の予定
費用負担：約16万円（派遣人数確定後に決定）

楽山市へ派遣
期間：2018年8月3日(金)～12日(日）8泊10日
派遣人員：8人、他に引率2人の予定
費用負担：約10万円（派遣人数確定後に決定）

日時：3月24日（土）18：00より2時間程度
会場：全日警ホール 第3会議室（市川市八幡4-2-1）
内容：派遣についての説明、派遣生による過去の派遣内容紹介、質疑応答など
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不
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応募資格、応募方法など詳細は、募集要項、募集チラシをご覧ください。
申込書は、IIA、市国際交流課、市川市公式Webサイト http:// www.city .ic hikawa.lg.jp/cul05/1111000311.ht
ml で入手できます。
応募受付期間は、3月19日(月)～4月20日(金)です。

メダン市からの受け入れ
期間：2018年8月21日(火)～ 30日(木)
受け入れ人員：青少年8人と引率者2人程度
詳細は決まり次第発表します。

メダンからの青少年をホームステイとして受け入れてい
ただく家庭を募集しています。詳しくはIIA事務局へ。
Phone:047-332-0100

平成30年度総会開催（予告）
平成30年度市川市国際交流協会通常総会は下記の予定で開催されます。
記
1.開催日時： 平成30年5月20日(日）13:00開始（12:30受付開始）
2.会
場： 市川市文化会館ローズルーム（地下1階）
3.内
容： 13:00～14:20 総会
14:30～16:00 講演会と在住外国人のパフォーマンス（ダンスなど）
17:00
別会場にて会員懇親会
＊詳細は、書面にて会員の皆様に送付されます。ご出席をお待ちしております。
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終了行事の報告
もっと知りたいインドネシア （異文化交流委員会・メダン市委員会協力）
12月10日市川公民館で「もっと知りたいシリーズ」 を話してもらうと、他の地域の出席者はわかりませ
インドネシア編が開催されました。
んでした。それを纏めているのが
オープニングは 千葉インドネシア
インドネシア語とのことです。イ
ソサ エテ イに よるアンクルン 演奏
ンドネシアの見どころはロンボッ
です。アンクル ンとはインドネシ
ク島。日本ではあまり知られてい
ア固有の打楽器で、2本の竹筒をぶ
ないけれど絶対おすすめのスポッ
つけることで音 を出し、音楽を演
トだそうです。そして乗ってほし
奏します。イン ドネシア独立戦争
いのは三輪タクシー「ベチャ」で
時の愛国歌であるハロハロバンド
す。前かごに乗るので景色は抜群。
アンクルンの演奏
ン、 ブンガ ワンソロ 、It’ s a s mall
最後は郷土料理。メダン市委員会
world、星に願いを、ドレミの歌などインドネシア、
の皆さんが料理を担当し、インドネシアの皆さんが
日本、アメリカなどの10曲余りを優しい風鈴のよう
作ってくださいました。バナナを蒸したケーキのピ
な音で奏でてくださいました。
ストゥバン、巨大なフルーツのジャックフルーツを
その後、インドネシア大使館に勤務する坂井イチャ チップにしたもの、そしてジャワコーヒー。
さんがスライドを使ってインドネシアを紹介しまし
音楽から食べものまで、1日がインドネシアづくし
た。人口は2億3,000万人、15,000以上の島からなり、 でした。
（篠原 剛）
言語は何と500以上あり、出席者に自分の地域の言語

国際理解教育

（異文化交流委員会）

異文化交流委員会では事業の柱として市内小学校
や中学校での国際理解教育に長年取り組んできまし
た。今年度も平田小学校、宮田小学校の他に、中山
小学校からの依頼を頂きました。
中山小学校からはほぼ毎年お招きを頂いています
が、2年前から新しい取り組みが行われています。普
通は外国人の講師にお国紹介をして頂きながら交流
する、という形式ですが、もう一歩進んだ形の国際
理解授業です。それは「日本の文化を外国人の方に
理解してもらうためのプレゼンテーション」という
課題です。普段は講師役の外国人ゲストに、6年生が
次々と日本文化を紹介します。モンゴル出身のデン
スマさんは初めての浴衣に大喜び。タイ出身のポン
マニーさんも折り紙体験に目を輝かせていました。
実は昨年の同じ企画授業では、子ども達のプレゼ

ンは言葉による発表のみで、絵や写真はあったもの
の外国人にとってわかりやすいものではありません
でした。そこで今年は①まず実際に触れたり味わっ
たりできる、②目で見てわかる、③後からもう一度
確認できるプレゼンを、と考えたそうです。
ベトナム出身のティユンさんは日本の出汁で煮た
煮物のおいしさにビックリ。台湾の高校生、葛くん
は日本の小学生の生き生きとした活動に触れて「こ
んな学校に行きたかった！」と感激していました。
当日はオープンスクールという事で多くの保護者
が授業参観に来られて、交流を見守っていました。6
年生はこれから中学生になり、本格的に英語や多文
化を学んでいきます。大事な国際親善の芽はこうし
て育っていくのだな、と頼もしく思える授業でした。
(村井 美和）

シェフ先生-今年度の総括
IIAは、2016年度から市の委託を受けて
「シェフ先生授業」に取り組んでいます。
これは市内小学校の6年生を対象とする
国際理解教育授業の一環で、依頼のあっ
た学校に外国人シェフを派遣し、調理を
通して多文化理解を深めるという目的の
事業です。この2年間プロジェクトチーム
を結成して取り組んできた成果を報告いたします。
参加協力してくださった外国人シェフは14人。出身はタ
イ、台湾、韓国、スリランカ、バングラデシュなどアジア
5カ国。イラン、モロッコなど中東その他諸国。コロンビ
ア、アルゼンチン、ペルーなど南米、そしてスペインの12
カ国です。授業を実施した学校は16年度12校、17年度13校
に上ります。
授業の流れは、まずIIAの活動と市内在住外国人の国別
人数などの紹介で、この授業の意味や意義を生徒に伝えま
す。そしてシェフ先生をお迎えします。子供たちも興味津々。
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（市主催、IIA協力）

民族衣装のシェフ、本格的コック帽のシェフ
など、衣装も様々。いよいよ当日のメニュー
が紹介され調理に入ります。簡単だけど本格
的なそれぞれの国の料理を、子ども達はアシ
スタント（IIA会員）のサポートで作ります。
そしてお待ちかねの試食タイム！ 食べなが
ら、シェフのお国の話や、食文化に関する日
本との比較などが聞けて、楽しい交流になります。
最後に後片付けをして、全員で写真を撮り、楽しく有意
義な2時間の授業が終わります。母国の言葉を教えてもら
い「さよなら」「美味しかった」などと片言の覚えたて言
葉で握手する子ども達の目はキラキラしていました。
18年度も多くの学校からの依頼が殺到し、うれしい悲鳴
をあげています。授業のお手伝いをしてくださるアシスタ
ントを随時募集しています。ぜひこの楽しいボランティア
に皆さんご協力ください。
（村井 美和）
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フランス料理を楽しむ～作って、食べて～

（イッシー市委員会）

イッシー市委員会で開催するフランス料理講習会
は人気があり、今年で4回目になります。
1月20日、男女共同参画センターにて「ガレット」
と「クレープ」を作りまし
た (写真左）
講師はSamuel Le Youdec
さん、奥様の西村桂子(か
こ)さん。ユデックさんは
フランス語会話講師、奥様
はフランス語通訳・翻訳家としてテレビ等でも活躍
する市内在住のご夫婦です。クレープは小麦粉・砂
糖を混ぜたところに、ひと肌にあたためた牛乳と卵
を混ぜた物をあわせた生地を、中火のフライパンで
焼き、仕上げにラム酒をフランベします。お好みの
果物やチョコレートなどと頂きます。ガレットは蕎
麦粉、塩、水、卵を合わせて1時間冷蔵庫で休ませま
す。具はベーコン、シメジ、チーズ、トマトなどお
好みです。フライパンで生地を焼き、具を乗せて土

手を作り卵を真ん中に落し、縁がカリカリとしてき
たら四方を折りたたみます。成田会長や太宰前事務
局長も出席してくださり、総勢17人がにぎやかに美
味しくいただき、満腹しました。
毎年フランス人の講師を招き、料理を楽しみ交流
も生まれるIIAの趣旨にあった行事であると思います。
2月3日は、本八幡駅南口徒歩5分、フランス料理店
「ルパン」にて本格的なフ
ランス料理を頂きました 。
ここではフランス語講座
講 師 の Francois Lienard
氏を囲んで総勢20人の貸切
で した。 シャンソ ンをBGM
ルパンで楽しい食事
に料理のおいしさと会話の
楽しさで時間延長、楽しい会でした。今後も毎年企
画していきます。ご期待ください。イッシー市委員
の皆様、参加の皆様に感謝を申し上げます。
（野澤 順治）

IVIS第48回オープンセミナー

（IVIS：市川ボランティア通訳の会）

2週間程前の雪の再来を懸念していましたが 、天候
に恵まれ早朝にもかかわらず60人程の参加者を迎
えてセミナ-が始まりました。ゲストスピ－カ
は学生時代にアジア文化を学び特に日本の
文化に魅せられて来日したカナダ人の女性
モ－ド・アルシャンボーさん。来日前にも
日本語、日本の歴史を勉強していた程の日本
通。来日後は
もっと日本的な
ものを学びたい
と会社での翻訳
者として、また
小学校で英語の
先生をしながら
民 謡 の世 界 に
炭坑節の振り
飛 び 込ん だ と
いう腰の据わった女性。2001年から民舞・民 謡の他、
太鼓、三味線、鳴り物、鈴と様々な楽器を勉 強し続

け2014年には初の外国人プロ民謡舞踊家として認定。
2015年には首都圏の民謡大会大人の部門で優勝。
縞の着物を着こなし、カンザシをつけ髪を
纏めてスッキリとした立ち姿に長い間民
謡に関わってきた愛着と自信が表れてい
ます。知らないことや、難しいことをや
さしく、厳しいことを楽しく話す語り口と
聴衆を飽きさせない工夫が満載のプロブラム。
我々日本人も知らなかった民謡の歴史、特徴、伝統
楽器の話に楽器演奏体験や伝言ゲ－ム、最後に炭坑
節の振りの説明の後、皆で輪になって盆踊宜しく踊っ
て幕となりました。「日本人より日本人らしい」と
いう言葉がぴったりの今回のゲストに日本の文化や
歴史の一端を民謡という角度から教えられた気がし
ました。会場の関係からモ－ドさんの三味線や民舞
を披露していただけなかったのが残念でした 。
（谷辺 順子）

フォトギャラリー IN 日本語教室

（日本語教室委員会）

新年会

幸せなら手をたたこう

1月20日、参加者全員で「幸せなら手
をたたこう」を合唱した後、希望者が福笑いに挑
戦しました。ボランティアが持ち寄った品物（カ
レンダー、コーヒー、小物等）を景品にビンゴゲー
ムをしました。意外とカレンダーが人気でした。
日本語教室「こんにちは」 出来上がったおかめに会場大爆笑

書道の勉強会

2月21日、奥様や愛娘の名
前を書いて奥様に褒められた人、先生顔負けの
綺麗な漢字を書く人様々で、皆さん楽しんでい
ました。正座も上手でした。
ユネスコ市川教室

足がしびれないか心配です

「悠子」は奥様の名前？
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抹茶を点ててみよう（メダン市委員会）
メダン市委員会は、2月17日市立新浜小学校で第3
回お茶会を開きました。お客様は、新浜小学校に通っ
てくる日本語教室の子ども達とその保護者です。日
本の伝統文化を少しでも味わっていただけたらと、2
年前から始めた催しです。
当日は中国、フイリピン、タイ、インドネシア、ベ
トナムの小 学低学年 か
ら、中学生の25人が 来
てくれました。IIAから
は19人の手伝いと、ちょ
うど中国か ら日本に 来
られていた 、おばあ さ
まも加わり、賑やかな
自服する児童たち
お茶会となりました。
お茶の先生に抹茶を点ててもらい、お菓子とお茶を
いただくコーナーと、自服（自分で点てた薄茶を自
分で飲むこと）のコーナーを作り、小学生が挑戦し
ました。
自服の児童たちは、棗（なつめ＝お茶を入れる容
器）から茶杓（ちゃしゃく＝耳かきの大型判でお茶
の分量をはかるさじ）で、お茶を茶碗に入れ、茶筅

（ちゃせん＝竹でできている泡たて器の縮小版）を
回してお茶を点てていま
した。ところがうまく泡
立てることができず、隣
の子の様子をちらちらと
見ながらも皆楽しそうに
取り組んでいました。左
利きの子どもは、茶筅が
先生のお点前でいただきます
上手に使えないと苦労し
ていました。左手で点て
ることが可能かどうか、来年度の課題です。
中学生にお茶を点てた先生が、昨年のサバイバル
日本語教室で同じグループだった中学生に、今回も
またお茶を点ててあげることができたと感激してい
ました。
子ども達は、私たちが予想していたよりも上手に
お茶を点てた後、IIA会員が手作りした今話題のパン
ダ模様のティシュ入れをお土産にもらい、満足して
帰っていきました。
来年はどこの国のどんな子供たちが参加してくれ
るやら、楽しみです。
(青野 雅子)

春節の横浜中華街訪問記
2月16日、日本の旧暦の
正月にあたる中国春節に楽
山市委員会のメンバー7人
で、横浜の中華街に行って
きました。毎年訪れていて、
今年で4年目になります。
北京料理のテーブル
中華街の入り口である善
隣門で記念撮影。大通りには春節の飾りが遥か先まで
続き、お正月気分満載です。食事の前に横浜関帝廟に
お詣り。中国式の長いお線香を買って、金運、健康、
学業などをお祈りします。「恭喜發財」お金が儲かり
ますようにが一番でしょう。
続いてお待ちかねの食事。今年は北京料理にしまし
た。北京式年糕(甘い餅の天ぷら)から始まり、ちょっと
辣いミノ(牛モツ) 、お正月ならではの水餃子などのお
料理をみんなで美味しく食べました。それに加えて一
緒に行ったメンバーから楽山市と市川市が友好都市を
結ぶまでのいきさつを聞き、初めて聞くその貴重な話

（楽山市委員会）

に一同皆感動しました。大事な
記録は是非残したいものですね、
と頷きあう一同でした。
そろそろ4時、採青(日本の獅
子舞の門付けと同じ)の時間とな
り、大きな爆竹の音とともに獅
獅子が頭をガブリ
子舞が始まりました。お店の中
で待っていると、緑色の大きな獅子がやって来て目の
前で踊りを披露してくれます。踊りながらそこにいる
人の頭をガブリ、こうして噛んでもらうと縁起がいい
そうです。そしてお礼も込めて獅子に紅包(金品)をあ
げます。これで今年も運がいいぞ！
獅子舞が通り過ぎてからは「横浜媽祖廟」にもお詣
り、お土産を買いながら帰路につきました。美味しい
ものを食べ、貴重な話を聞くことができ、獅子舞を間
近に見ることができて、ほんとうに有意義な一日とな
りました。
（逸見 総一郎）

全体会でドイツパンを楽しみました（ローゼンハイム市委員会）
1月27日にローゼンハイム市委員会の
全体会が全日警ホール2階の会議室に
て開催されました。
あいにく4日ほど前に関東に降った
大雪のなごりで終日とても寒い日でし
たが12人もの会員の皆様に参加してい
ただきました。
次年度の年間行事予定の報告と打ち
合わせのあとで市川市新井にある「マ
インベッカー」というパン屋で作って
いる日本では大変に珍しく、入手が困

難な麦100％のライ麦パン3種類ほど
を皆で食べることが出来ました。
本場のドイツパンの食べ方らしく
バターを塗ってからチーズやハムを
たっぷりと載せて食べたり、また、
マスカルポーネチーズとオレンジや
レモンのマーマレードを塗ってアレ
ンジして楽しく食べることが出来ま
した。
（廣田 祐策）
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日本語ボランティア講師養成講座を終えて（日本語教室委員会）
市川市が主催し、IIAが運営を委託された講師養成講 今後日本語教育の重要性が益々高まるとの認識からだ
座が10月28日～1月27日の間、計12回行われました。定 と考えます。
員24人の募集に80人の応募という狭き門を通って来た
受講生の皆さんが、これからボランテイ ア講師とし
方々だけに、熱心に受講され、出席率も毎回8割を超え て活動され、それにより、外国から来た人達が日本を
ました。これは講師の先生もビックリする高率だそう 好きになり、職を得、幸せな市川市民となるという結
です。指導して下さったのは国際日本語普及協会(AJAL 果に結びつくことを、私達は期待しています。
T)の方々で、「みんなの日本語初級Ⅰ」をテキストに、
（西依 章郎）
テンポ良く明瞭に講義して戴き、受講生
の皆さんも心地よく勉強できた様子でし
た。
最終日、修了式の後現在活動中の教室
代表者12人からの教室PRが行われ、受講
者の方々も今後の活動の参考になったと
思われます。（詳細レポートは後述）
修了式で国際交流課藤田課長より
熱心に教室をPR
市が今回この講座を企画されたのは、 受講者に修了証が手渡されました

IIA日本語教室は20年以上の歴史のある教室もあり教室運営は多種多様です。
教室の特徴を如何にアピールするか・・わずか2分の制限時間でしたが代表の皆さん、弁舌豊かに要領よく活動内
容をプレゼンしていました。教室PRの要約は次の通りです。
①楽しくやってます。通常の授業の他、レクリエーション（スピーチ大会、食事会、新
年会、情報誌の発行等）を催し学習者相互の親睦を図っています。
②新鮮なパワーに期待します。ある教室代表は「85歳になるので そろそろ後進に道を
譲りたい。13年間経験した教案資料があるのでぜひ一緒にやりましょう」と熱く語りか
けていました。
③専門の子ども教室が2か所（市川地区、行徳地区）あります。子どもを対象とした日
本語教育は活動内容が大人のそれと大きく異なります。子どもが早く学校に馴染め教科
資料をかざし楽しい教室をPR 学習についていけるよう親とボランティアで支える活動を行っています。
子どもの日本語支援に興味を持たれた方の参加をお待ちしてます。 （加澤 和三）

グローバル新年パーティー（外国人委員会）
2月25日外国人委員会のグロー
の優雅さも堪能しました。続き
バル新年パーテイーは盛大に幕
まして、中国のチャイナドレス
を開けました。
ショーも負けず、美しさを披露
午前の第一部は各国の料理を
してくれました。
ご来場の皆さんに楽しんでいた
後半になり、可愛い子ども3
だく為に、メキシコ料理トルテ
人がボリビアの民族衣装を纏い、
イア、中華料理大根餅、白切鶏、
ボリビア民族舞踊を踊ってくれ
タイ料理鶏肉サラダ、韓国料理
ました。タイの民族舞踊は 、タ
アミチャチャで盛り上がる
チヂミ、フィリピン料理ココナ
イ東北部のダンス「私の故郷」
ツいりもち米デザート、勿論日本料理太巻きも作り
で 、暖かい南国気分を感じました。ベトナム民族舞
ました。7品の各国各家庭の手料理が美味しくワンプ
踊の「山の村に登ろう」の衣装がとても綺麗でした。
レートに盛り付けました。料理を担当した方達は美
ここでまたボリビアのダンスが登場し、アンデス山
味しく安くする為に知恵を絞って頑張りました。今
脈のダンスを披露してくれました。
年は150人分の料理を作りましたが、やはり足りませ
いよいよパーテイーのフ イナーレに入り、全員で
んでした。
「アミチャチャ」のダンスで盛り上がりました。
午後の第二部は各国のダンス、歌、音楽を用意し
今年も各委員会の協力があって 、180人の方達が参
ました。フィリピンのギター演奏の優しい音色、歌
加してくれた楽しいパーテイーを無事に開けること
に聞きほれ、そして中国の武術扇からは強さを感じ
ができました、本当にありがとう御座いました 。
ました。地域グループの日本人の方達のフラダンス
（鈴木 迎慶）
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シリーズ

わたしの母国、わたしの市川
市川は第二の故郷です

(11)

スウェーデン

Mr. Conje Hallström コンジェ・ハルストローム
投稿文を編集して掲載しておりますので、

一部の文章が割愛されていますことをご了承ください。
Hello Ichikawa residents and IVIS members!
I am Conje Hallström from Sweden in Scandinavia in Northern Europe. My country of birth has very long
and friendly relations with my adopted home country Japan, where I live and work for more than 35 years.
2018 is the 150th anniversary of Sweden – Japan relations with many celebratory events.
The fourth-largest country by area in Europe, Sweden’s population is about 10 million people of which
some 20 % are foreign-born. It borders Finland in the east, Norway in the west and Denmark in the south
by sea. The Nordic countries share the Viking culture heritage with a common history and very similar
languages.
Like Japan, Sweden is a monarchy and parliamentary democracy. Stockholm is the capital facing the
Baltic sea on the east coast. Gothenburg is the second largest city facing the Atlantic ocean on the west
coast and third is Malmö in the south near Copenhagen, the capital of Denmark, and Hamburg in
Soon after our wedding day
Germany.
I was born in Malmö. Some of my family ancestors came from Denmark and Germany so I feel close cultural affinity with both countries.
The Nobel Prizes awarded every year on 10th December in Stockholm are world famous. Many J apanese laureates have been
recognised for their excellent s cholarship and scientific achievements.
I first came to Japan 1st October 1973 as a research intern at Keidanren headquarters in Otemachi and lived in Ichikawa. My arrival in
Japan was dramatic as the Arab-Israeli war broke out on 6th October with Japan facing an oil embargo by the Arab states. At Keidanren
I met and mingled with many Japanese and foreign top leaders in business and politics such as the U. S. Secretary of State, Henry
Kissinger. A fantastic experience I never forget.
My home was in Motoyawata where I rented a s mall apartment for ¥17,000 a month and went to the local bathhouse paying ¥ 60.
Saturdays I vis ited my Japanese host family for dinners. Later they became my parents-in-law as I married their daughter Mariko, now
my beloved wife of 41 years.
Foreign residents were few and with my blond hair I was always noticed and politely treated. I left Japan 1976 for work in Europe with
fond memories of my Japanese friends and life in Ichikawa.
Returning to Japan in 1983 Mariko and I lived in Shibuya for 31 years. We visited our ageing parents in Motoyawata every week to
support them.
We moved back to Motoyawata 2015 and our mother passed away shortly after. Then Mariko suffered a severe brain stroke followed by
hospitalisation and rehabilitation. Alone with numerous documents to be filed in Japanes e, I turned to the Foreign Residents’ Assistance
Desk at Ichikawa City Hall where I received excellent help and support in contacts with officials. IVIS has made my life in Ichikawa
much easier and more pleasant. I am truly grateful.
The 2020 Tokyo Olympics is very much on my mind. As resident I hope to have a role in actively promoting Ichikawa and Chiba among
millions of foreign visitors coming to Japan. ICHIKAWA FIRST!
こんにちは、市川のみなさんとIVISのメンバーの方々
わたしはコンジェ・ハルストローム、ヨーロッパ北部、スカンジナビア

わたしは本八幡の月1万７千円で小さなアパートの部屋を借り、入浴料60
円の銭湯に通い、毎土曜日にはホストフアミリーの夕食をご馳走になっ

からのスウエ―デン人です。わたしは第二の故郷日本で35年以上働き、
住んでいます。わが母国とはたいへん長い友好関係にあり、2018年の今

ていました。のちに、今ではもう41年連れ添う愛妻マリコはそこの娘で、
ホストフアミリーは義理の両親になったわけです。外国人居住者の少な

年はスウエ―デン・日本修交150周年にあたり数多くの周年式典が催され
ます。 ・・・・略・・・・

かったことやわたしのブロンドの髪の毛のせいでいつも人目をひきまた
丁重にも扱われました。1976年、日本の友人と市川での生活の良き思い

スウエ―デンは、日本のように君主制民主主義国です。首都のストッ
クホルムはバルチック海の西岸に面し、ヨーテボリは二番目の都市で西

出をのこし、欧州での仕事のために日本を離れました。
1983年に日本に戻り、マリコと渋谷で31年暮らし毎週末には本八幡の

岸で大西洋に面し、三番目が南のマルメーでデンマークの首都コペンハー
ゲンとドイツのハンブルグに近接しています。

年老いた両親を見舞いがてら訪ねました。私たちは2015年に本八幡に戻
りましたが、ほどなくした義母が亡くなり、そのすぐあとでマリコが重

わたしはこのマルメーで生まれました。家族の先祖の幾人かはデンマー
クやドイツからで両国には文化的に親近感を覚えています。
毎年12月10日のストックホルムでのノーベル賞受賞式は世界でも名高い

い脳梗塞を発症、入院しまたリハビリをすることになりました。日本語
の膨大な書類を独力で提出するためにわたしは市役所の外国人居住者支
援窓口に頼ったのですが、そこで市との相談に優れた助けを受け支援し

ですが、多くの日本人受賞者がその優れた業績と科学的偉業で知られて
います。1973年10月1日、私は大手町の経団連本部の研究研修生として来

てもらったのです。わたしの市川での生活はIVISのおかげで楽になり楽
しいものとなっています。ほんとうにありがたく思っています。

日し、市川に住みました。私が来たときは日本が石油輸出禁止に直面す
るアラブ・イスラエル戦争が10月6日に起きてたいへんな時でした。経団

2020年の東京オリンピックはたいへん楽しみですね。市川に住む者とし
て、来日する数百万の外国人訪問客に千葉や市川をより知ってもらうた

連では国内外の大勢の政財界人と会い、歓談しました。キッシンジャー
米国国務長官とも会えて忘れることのない夢のような経験でした。

めにわたしも積極的な役割を果たしたいと思っています。
なんといっても市川がイチバン！
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イ ベ ン

ト

報 3月～6月

情

◆｢劇団en塾東京公演鑑賞会｣(メダン市委員会)

◆講演会「薩摩藩士 長沢鼎｣(ガーデナ市委員会)

日時：

3月29日(木）18：30～21：00

日時：

5月31日(木）13：30～15：30

場所：

江戸川区総合文化センター

場所：

全日警ホール(八幡市民会館）第1会議室

演目：

「殿様の宴」ジャカルタ で日本語を勉強している

講師：

上坂 昇 氏（桜美林大学名誉教授）

インドネシア学生の日本語ミュージカル

会費：

500円

チケット：

大人2,000円、学生1,500円

定員：

40人

申込み：

青野 雅子 Phone:090-2933-3540

申込み：

山本 怜 Fax:047-339-0196
Mail: rayyama@jcom.zaq.ne.jp

◆｢全体会と花見｣(メダン市委員会)
日時：

◆｢創立26周年パーティー｣(バデイーズ)

4月1日(日）11：00～14：00

集合場所： 里見公園(入口）京成バス里見公園下車

日時：

6月1日(金) 10：00～13：00

会費：

食事代を参加者で頭割り＝500円程度

場所：

駅南公民館3階調理室

内容：

花見を兼ねて今年度の反省、次年度の計画、

会費：

料理一品または1,000円

その他を話し合います。差し入れ大歓迎です

問合せ：

山本 純子 Phone:047-332-6570

申込み：

西村 正寛 Phone:080-8473-0253
IIA Fax:047-332-0101

◆｢花見de英会話｣ (IVIS：市川ボランティア通訳の会)

◆｢サルサダンス・ミュージックセラピー｣(バデイ ーズ)
日時：

5月18日(金）10：00～13：00

場所：

駅南公民館3階第１研修室

会費：

無料

持ち物：

動きやすい服装と靴

問合せ：

山本 純子 Phone:047-332-6570

日時：

4月4日(水) 11：00～14:00

場所：

里見公園

持ち物：

昼食、飲み物を持参

連絡先：

川瀬 忠雄 Phone:090-4016-0412

さくらの花びら が散る下で「お題」について英語で楽しみます

新入会員（2017年9月～2018年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 、青 ： 青 年 部 会 、
河 隆雄（かわ たかお）①日本 ②英語 ③日、通、異
江口 愛理（えぐち あいり）①日本 ③ガ、楽、メ、ロ、イ、ホ
長谷川 智子（はせがわ ともこ）①日本 ③日
安斎 有美子（あんざい ゆみこ）①日本 ③ガ、楽、メ、ロ、イ
中村 エリ（なかむら えり）①日本 ③日
高畑 雅哉（たかはた まさや）①日本 ③ガ、楽、メ、ロ、イ、ホ
澤瀬 瞳（さわせ ひとみ）①日本 ③日
大久保 由華（おおくぼ ゆか）①日本 ②英語 ③ガ、楽、メ、ロ、
日、異

斉藤 ふみか（さいとう ふみか 香峰）①日本 ②英語、フランス
語 ③異
奥 祐介（おく ゆうすけ）①日本 ②中国語、英語 ③通、異
山田 和子（やまだ かずこ）①日本 ③ガ、楽、メ、ロ、イ、異
片岡 守照（かたおか もりてる）①日本 ③異
宮崎 雅夫（みやざき まさお）①日本 ③日、異
小郷 一郎（おごう いちろう）①日本 ②英語 ③ガ、通、異
山崎 広美（やまざき ひろみ）①日本 ③ロ、ガ、通、異
田中 博章（たなか ひろあき）①日本 ②英語 ③通
冨永 滋（とみなが しげる）①日本 ③日

市川市在住外国人登録者数及び上位10カ国の人数

2018年2月28日現在（

①中国

6,106(5,561）②韓国

1,456(1,355）④ベトナム

⑤ネパール

1,094( 660）⑥スリランカ

⑨台湾

357( 321）⑩ミャンマー

（ 敬 称略 ）

1,489(1,380）③フィリピン
636( 346）⑦インド

540( 398）⑧タイ

）内は昨年同月数
1,260( 598）
469( 437）

256( ー ）

総数116ヵ国15,997人（108ヵ国13,218 人） 市川市総人口数484,814人（476,739人）
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