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国際村いちかわ、We are Ichikawanの実現を目指して

[

International Day in Ichikawa 2019

111ヵ国17,000人の外国人が住む市川。ここに縁あり住
む人々の町は、たがいの接点を増やし、強めて、異なる文化
や価値観があっても、共に認め、尊重しあい、人種、国籍に

かかわらない豊かで安全なところ「国際村いちかわ」。今回の
インターナショナルデイはそんなところに住む人々 Ichikawan
になることを目指して企画しました。約400人が集いました。
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International Day in Ichikawa 2019

①
3月9日快晴、気温18℃、絶好の日
和の中、行徳のI&Iホールでインター
ナショナルデイ in いちかわ2019
が開催されました。今年のテーマ
は「国際村いちかわ」、その内容

②

こにカラーで紹介いたします。
日本語教室コーナー（写真
③）では、沢山の教材と教室
の場所の地図を使って説明し
ていました。
外国人相談窓口コーナー
（写真③）では、市役所でし
なければならない書類申請、
諸々の相談等を英語、スペイ
ン語、中国語の通訳として手
伝っていることを紹介してい
ました。

は5ヵ国料理コーナー、各国紹介ブース（写真①）災害
に備えるブース（写真④⑤⑥）そしてステージです。
先ず5ヶ国の料理を味わえる500円の“いちかわんプ
レート（写真②）多くのお客様で賑わいました「スリ
ランカ風チキンカレー＆ライス」ブイヨンがとても利
いていて、今まで食べたカレーの中で一番おいしく感
じられました。スパイシーで体も温まりました。タイ
からは「揚げ春巻き」ひき肉、野菜、春雨と具沢山で
非常に食べ応えがあり、とってもおいしい。そして、
今や日本でも知らない人はいない「韓国チヂミ」エビ、
イカ、アサリ、野菜の入った本場の韓国の味を堪能し
ました。ちょっと珍しい料理は西アフリカの「豆料理
と揚げバナナ」初めて食べる“ささげ豆”は柔らかく煮
てあり、ホッとする味でした。揚げバナナの方は、生
で食べるよりも、風味があり、また違ったバナナの味
を体験することができ、家でも試してみたいと思わせ
る美味しさです。最後に、ペルーから紫トウモロコシ
をベースにつくられたデザート「紫ゼリー・マサモラ
モラーダ」美味し
いだけではなく、驚
きなのが、ポリフェ
ノールを多く含んだ、
非常に健康に良いと
されるデザートだと
③
いう事。美容にも良
いので積極的に食べ
てみたくなりました。
次は各国コーナー
です。詳細に取材し
ましたので、是非そ
の様子を伝えたく、
④
P10に掲載いたしま
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外国人にはあまりなじみのない防災について知ること
も大切です。防災展示コーナー（写真P2④）では日本語、
中国語、英語、韓国語、スペイン語、ポルトガ語、タガ
ログ語、ネパール語、ベトナム語、スリランカ語で分か
りやすく書かれた防災ハンドブックで、災害時の対処方
法を学べました。屋外では市川市南消防署の協力で、消
火器の使い方（写真P2⑥）煙中脱出訓練（写真P2⑤）地
震体験車での震度7を体験、災害
発生時にも対処できるよう体で覚
えました。
市川市地域防災課が翻訳できる
メガホン「メガホンヤク」（英・
韓・中・日本）を成田空港からお
借りし実際に使ってくれました。
市川市にはまだ無いとのことです。
（広報委員：村上 佐里）
①

チリ民俗舞踊、クエッカ ダンス (ラ セバスティアーナと
バルパライソ)（写真⑥）イースター島 ダンス (ウルテ
ハミと ラパヌイ ミ アモール)（写真⑧）そしてアフリ
カンドラム＆ダンス（写真⑦）ガーナのジャンベ アフ
リカン ドラム＆アゾント＆アフロビツダンスの2人。生
きててよかったです。創作ラテンダンスチーム「ニカラ
テイーナ」（写真⑨）妖艶な踊りを披露。ミャンマー伝
統舞踊のバガンのダンス（写真⑩）正月のダンス、ザガ
ワーミィツ。美しく華麗でありながら神秘的。再び日本
の手児奈太鼓でフィナーレ。ブラボー！ブラビアス！と
賞賛の声が止まないほど素晴らしい舞台でした。
最後に来場者、出演者からの声を。
「日本に来て初めて嬉しいきもちになった」「友達がで
きて仲良くなった」「 久しぶりの友達と再会を喜び合っ
た」「新しい友達ができメール交換ができた」
皆様ありがとうございました!! (広報委員：田所 みや子)

⑦

⑥
②
大ホールでは
村越市長が英語
で挨拶（写真①）
の後、ステージ
の開幕です。
司会の村井・
田中(ア)両氏が
Journey around the
world!と宣言、世界各国
のダンスと太鼓のパフォー
マンスが始まりました。
最初は「手児奈太鼓」
（写真②）1995年結成
の女性の集団で2010年
のローゼンハイムジャパ
ンデーに参加。粋で威勢の良い
和太鼓がお腹に響きます。
そして1993年設立のバディー
ズ。市川市と近郊に住む外国人
主婦の集まりです。タイのイサ
ンバンハアオ（写真③）とペルー
のマリネラ（写真④）を披露。
美しい！の一言に尽きます。
つづいてのスリランカ伝統舞
踊（写真⑤）は神秘的でした。

⑧
③

⑨

④

⑤

⑩
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Global New Year Party （外国人委員会）
1月26日市川市文化会館ローズルームにて盛大に開
催されました。半年前から参加する国を募集し、リー
ダーの下で料理を始め、ダンス、ファッションショー
の準備をしました。
今年も外国人委員会のメンバーの手料理で中華の
塩水鶏、台湾の大根餅、タイのラーブ、フィリピン
のタピオカ・パンダン葉デザート、韓国のチャプチェ、
そして日本の正月料理の太巻き６品が当日130人の
参加者に振る舞われました。料理を作った方々、当
日手伝った方々にありがとうと申し上げます。

新年パーティーは三部に分けて情熱的なダンス、
カラフルなファッションショー、各国の紹介を楽し
みました。最後の締めはやっぱり全員「ダンシング
アミ茶々」になりました。
外国人委員会の新年パーティーは今年で4回目に
なりました。この場を借りて、他の委員会の方々の
ご協力、そして当日手伝ってくださった方々に心か
ら感謝を申し上げます。
また、来年も宜しくお願いします。（鈴木 迎慶）
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通翻初

7ヵ国語を駆使した講演会 （通訳・翻訳委員会)

12月8日、全日警ホールで「コミュ
ニケーション能力を磨くヒントと
実践」講演会を開催しました。出
席者28名。内容は講師キャロライ
ン・ダシュテスターニ女史が英語
でプレゼンを行い、委員会のメン
バーが日、英、仏、独、中など主
要7ヵ国語に要約し、各国語別に即
席ストーリーを展開するなど、通
翻ならではの特色を生かした画期的なものとなりま
した。
講師が主題についてまとめた要旨は次のようでし
た。
◎聴講者のレベル、属性などを事前に把握し、的確

な対応が必要。テーマ自体が
魅力的であること。
◎講師の語り口は終始単調で
はいけない、第一印象が肝心、
自己紹介は簡略に、常に聞き
手の信条、習慣など立場を考
えて話す、講師の目がメモに
くぎ付けでは、聞き手の心は
離れる、聞き手が興味を失っ
たら、後の詳細は省きなさい。
◎史実などに触れるとき、名称、年代などを列挙す
るのは退屈でしかない、等々。
講師の眼は、常に聞き手とのアイコンタクトを忘
れませんでした。
（乙幡 健次）

第４９回オープンセミナー・創立２５周年記念ランチパーティー
前日は雪、翌日も雪予報の狭間で、幸いにも好天に
恵まれた2月10日、96名の参加者を迎え、I-Linkルー
ムで開催されました。
本年2月はIVIS創立25周年にあたることから、地
元の大学である和洋女子大学のリック ロマンコ教
授を招き“Vocabulary Learning Through Popular
Songs”「ポピュラーソングで英語の語彙をあなた
のものに」と題して講演を頂きました。
カナダのトロント出身の教授は、日本で大学レベ
ルでの英語教育に18年間携わるとともに、1950年

（IVIS）

代からの米国、英国で人気のあったポピュラ―ソン
グ2,175曲を聴き、歌詞を分析、英語学習者が多く
の曲を聴くことが、英語の語彙の習得に役立つとし
て、研究を続けられておられます。講演では研究内
容をクイズも交えながら「どの程度の語彙があれば、
どの程度、曲の内容を理解できるか」「歌詞を表す
具体的な映像を見ながら曲を聴くことが、いかに効
果的であるか」等をわかり易く説明され、参加者は
興味深く、聴き入り、多くの質疑応答がありました。
IVISメンバーによる活動紹介があり、その後、閉会
致しました。
講演後、場所を移し、IVIS創立25周年記念ラン
チパ－ティ－を開催し、既に逝去された諸先輩の氏
名、また、遠方に移られた方からのメールでの祝意、
各テーブル代表者による入会の動機等の話が披露さ
れ、また、藤田国際交流課課長、リック ロマンコ
教授 、長く活動を支援頂いているキャロラインさん
から祝辞を頂き、楽しい一時を過ごしました。
（山田 孝）

全体会と濱田元メダン総領事の記念講演 （メダン市委員会)
2 月2 4 日 全体 会
が開かれ、2018
年 度事 業報 告 の
後 、新 委員 長 に
な る小 林裕 さ ん
と､新委員の樋口
妙 子さ んの 紹 介
がありました。
その後、濱田 雄二元メダン総領事の「インドネ
シアの今」についての講演がありました。
太平洋戦争前には、スマトラに3,000人程居た日
本人が、戦後は、1,000人程に減少しました。その
後、日本はスマトラでのアサハンプロジェクトに関
わっていました。
来る4月には大統領選挙があり、政治は変わるか
もしれませんが、市民交流は変わることなく、長く

続けることができます。
インドネシアは資源が豊富で、農業・漁業も盛ん
です。米は3毛作、魚は獲れすぎる位獲れます。し
かし、それを移送する技術がありません。日本は、
インドネシアに技術支援する機会が沢山あります。
一方少子高齢化の進む日本は、勤勉なインドネシ
ア人を受け入れ、地方開発等に貢献してもらえれば
と思います。
高橋元市川市長から
始まった交流が3 0 年
も続いているのは、素
晴らしい事です。
講演会後、濱田夫妻
を囲んで、懇親会を行
いました。
（青野 雅子）
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フランス料理講習会とランチ会（イッシー市委員会）
1月20日 シャディーさんのフランス料理講習会を
男女共同参画センターで実施しました。参加者14
名。イッシー市委員会の仏料理講演会は5回目とな
りました。シャディーさんは3度目の登壇。音楽を
流しながらノリノリです。メニューはポトフ、ノ
ルマンディー地方の家庭料理で、シャディーさん
の祖母の得意料理だったそうです。日本のポトフ
と違って、スープは飲まずにじっくり煮込んだ温
かい牛肉と野菜をたっぷり頂きました。カヌレと
いうスイーツはリキュールとバニラの効いたふわ
ふわの焼き菓子でした。Merci!
2月23日はフランス料理ランチ会を八幡南口の

「シェ・スギノ」
で1 7名が参 加
し開催。店のシェ
フはフランスを
深く愛し、パリ
に移住し料理人
となり奥様と知
合い家庭を築いたそうです。本八幡には2年前にお
店をオープン、本日のランチコースは日本的な優
しさ美しさを醸し出したフレンチでした。ワイン
を頂きながらの歓談、春の陽光に包まれ素晴らし
いひと時を過ごしました。

ミセス田嶌の台湾家庭料理教室
2月16日、楽山市委員会の最初の料理教室を実施
しました。
今回は料理の講師に外国人委員会、通訳翻訳委
員会で活躍している田嶌 芳恵さんを招き、台湾の
家庭料理を教えていただきました。田嶌さんは台
湾の出身で、市川に長く暮らしていて、現在は市
内に暮らす外国人に日本語を教えることもしてい
ます。
私達も再現できるようにと田嶌さんがメニュー
を考えてくれました。皮から作る水餃子、クラゲ
ときゅうりの冷菜、チャーシュー、はまぐりのスー
プ、台湾スイーツでした。
盛り沢山のメニューで最初はどうなることかと
思いましたが、皆さんの熱意と田嶌さんの熱心な
指導のおかげで無事に料理が出来上がりました。
特に餃子の皮を最初から作りました。参加者の中
には初めての方も多く、最初は大丈夫かしら？と
思っていた人も多かったのですが、皆で包んで出

一閑張り・飾り結び

（田所

みや子）

（外国人委員会・楽山市委員会）

来上がり、食
べた時には美
味しさもひと
しおでした。
今回 は20名
もの参加者が
あり、大変盛
況のうちに終
了しました。
(佐京 彩子)

（ホームステイ・ビジット委員会）

会員間の交流を深めると共にホストファミリ－となっ
た時に役立つように伝統工芸の物作りの会を2回開
催しました。
1月19日は、野田初子さんを講師に迎え「一閑張
り」の小物入れを作りました。まず下張りをした竹
カゴに色紙や和紙や新聞紙を自由に切り張りし乾か
します。
最後に柿渋を塗って乾かしてできあがりです。柿
渋を塗ると耐水性と堅牢さが増します。アイデアに
つまると講師のアドバイスをうけ見違える作品にな
り皆さんできあがった作品に大満足のうちに会は終
わりました。
2月16日は、「飾り紐」で根付けを作りました。
鈴を中に入れ平結びを丸くして仕上げます。平結び

が意外と難しく皆さん四苦八苦していましたがコツ
をつかむと編むスピードが上がっていきほとんどの
皆さんが根付けを２つ完成させていました。おばあ
さんとお孫さんの参加もあり皆さん和気あいあいと
作品づくりを楽しみました。
次回はもっと交流の時間をとりたいと思います。
外国の方の参加もお待ちしています。（村上佐里）
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Year End Party (IVIS)
12月8日、誘われるままにOMF教会で開催された私

数ではTrapp Family*に負けるけど、歌では負けて
いませんでした） *映画 “The Sound of Music”
では子供が7人もいましたが）
3. ミッシェルさん夫妻のことば遊びゲーム（さす
が夫妻、息もピッタリ）
4.全員参加のGesture Game グループ対抗戦（教
室では見られないその真剣さ！）
YEPには、水曜定例会ではお目にかかれない中国
語やスペイン語の通訳さんもおり、スペイン語学習
歴6年目に入るというのに、さしたる進歩のない私
にはいい刺激になりました。
人生の楽し
み方を知って
いる達人たち
に新年の乾杯！
（ Cheers!
Saludos！ ）
（中村邦子）

にとって2度目のYear End Party（YEP)に出席しま
した。
当日は「何か赤い物」を身に着けた紳士淑女が集
まり、平成最後のYEPを楽しみました。
私は昨年9月からの新参者なので、季節の行事やセ
ミナー、また定例会外にもmore talkが開催される
度に、役員さん始めお手伝いされる方々の、労を惜
しまず会を盛り上げる熱意に感心しきり、頭の下が
るこの1年でした。
今年のYEPも早くから開催日の決定・参加者の確
認・場所の確保・出し物の打ち合わせ・飲食物の用
意などなど、どれをとっても度重なる事前打ち合わ
せが行われたことでしょう。おかげさまで参加者は
皆さん実に楽しそうでした。
今年のプログラムは軽食や歓談を挟んで
1. 皆で「Besame mucho」を微妙なミスマッチ感
ありながら、起立し斉唱しました。
2. Baumgartner family: 夫妻＋息子3人の歌（人

書初めと茶会で新年会 （バディーズ）
書道と茶道は
禅の考えがあ
り、哲学的な
視点から見て、
共通している
部分が多々あ
るように思い
ます。「道」
という漢字が表すように、何百年以上の長きにわ
たり、多くの先人たちが、それを求め極めようと
歩んで来ています。また、それらには、書を記す
瞬間や、茶を施す瞬間の、一瞬一瞬に集中し、自
分を表現するという点でつながりがあります。と
もに、簡素さ、不完全さ、調和や静けさのなす美
しさが表されています。
バディーズでは、毎年1月に新年会で書初めと茶会

を催し新たな、1年を始めています 。 今年は1月11
日、駅南公民館で開催されました。海外から来て
いるメンバーは、日本人のメンバーに自分の名前
を漢字で教えてもらい、半紙に書き喜んでいまし
た。一緒に来た子供達にも習字を楽しんでもらえ
ました。
茶道では、先生
が所作や作法など
を優しく教えてく
ださり、「和敬清
寂」、「一期一会」
などの心に触れる
ことができました。
固定観念にとら
われず、いろいろな文化に心を開いて考えるバディー
ズが好きです。
（但木 春美）

顔真卿に習う （楽山市委員会）
1月16日から上野の東京国立博物館で開かれている
特別展「顔真卿」を見てきました。皆さんも小学校
で習字の時間があったでしょうが、日本人にとって、
日本語にとってなくてはならない漢字、そして書、
その書の今から1350年前中国唐時代の大家が顔真
卿です。台北故宮博物院から本邦初公開の真筆「祭
姪文稿(姪はめいですが音読みはﾃﾂです)」の前は
10分以上の行列。中国の人が多いようでしたが日

本人もいっぱいで、こんな
に書に関心があるのだろう
かと改めて思った3時間で
した。
字は丁寧に、上手に書け
たら最高です。
（逸見 総一郎）
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「シェフ先生」事業
ふるさと名品オブ・ザ・イヤー地方創生賞「大賞」を受賞
ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会が主催（後援：内閣府、農林水産省、経済産業省）
各地域の優れた政策や新たなチャレンジを表彰する制度です。
全国からの応募総数は172件。その中の「こと」部門で栄えある最高賞の「大賞」に輝きました。
この事業は外国人の「シェフ先生」が、市内小学校で児童に自国料理を教えるだけでなく、トークを通
じて出身国の生活、文化に肌で触れ合えるよう教える授業です。IIAは全面的に支援、協力をしています

第4回定例交流会「大人のシェフ先生 」 （異文化交流委員会)
今回上記大賞受賞の「シェフ先生」授
業が大変好評です。せっかくなら大人
の方にも授業を体験していただきたい
と始まった「大人のためのシェフ先生」
昨年のバングラデシュに続き、今年は
アントニオ・ビダル・ホセ先生をお招
きしてスペイン料理を教えていただく
ことになりました。
当日はタイ、フィリピン、フランス、
ペルー、パラグアイなど６か国２０名
が参加して、多言語が飛び交う、異文化交流なら
ではの楽しい会となりました。
今回のメニューはチキンのパエリヤPaella de

pollo、 イ カ の 墨 煮 Calamares en su
tinta、 チ ョ コ レ ー ト の ソ ー セ ー ジ
Longaniza de chocolataの ３品。 いず
れも本格的なスペイン料理で、シェフの
ふるさとの味。じっくりと時間をかけて
調理することで、素材の持つ自然の味を
引き出すシェフのこだわりに、参加した
料理好きの面々も感服。いろどり鮮やか
なパエリヤと、真っ黒なイカ墨。そして
インスタ映えするチョコレートソーセー
ジを堪能して、時間いっぱいまで、料理と会食と
おしゃべりを楽しみました。
（村井 美和）

講習会「おりあみ」 （ガーデナ市委員会）
12月18日、全日警ホールにて「おりあみ」を作る
講習会を開催しました。おりあみとは、布のよう
にしなやかで紙のように張りがある金網で、折紙
と同様に折ることができます。たまたま新聞での
紹介記事を見て、クリスマスと正月を迎えるこの
季節にデコレーションとして使えるのではないか
と講習会のテーマとしました。
実際に鶴を折ってみましたが、折り目をつける
のが難しく紙の折り鶴のようにしっかりとした形
になりません。それでも参加者およそ25名は何と

か折り上げ互いに見せ合い、感想を話し合ったり
していました。でも少し物足りないので、最後に
紙で「祝い鶴」を
折り上げ皆さん満
足して講習会を終
えました。
（山本 怜）

2019年度IIA通常総会告知
1.開催日時： 2019年5月19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）
詳細はHP、会員の方には郵送でお知らせいたします

市川市在住外国人登録者数及び上位10カ国の人数

2019年2月28日現在 （ ）内は昨年同月数

①中国

6,532(6,106） ②ベトナム

1,530(1,260） ③フィリピン

1,496(1,456） ④韓国

⑤ネパール

1,224(1,094） ⑥スリランカ

651( 636） ⑦インド

608( 540） ⑧タイ

⑨台湾

370( 357） ⑩ミャンマー

1,494(1,489）
482( 469）

297( 256）

総数111ヵ国17,075人（116ヵ国15,997 人） 市川市総人口数487,631人（484,814人）
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イ ベ ン

ト

情

報

4月～6月

◆英語グループ勉強会 (通訳・翻訳委員会)

◆講演会「グリーン・ニューデイール」（ガーデナ市委員会）

◆中国語教室/中国語サロン (楽山市委員会)
日時：
4月9日（火）
14:00～16:00
5月14日（火）
14:00～16:00
場所：
全日警ホール 第1会議室（4月）、第2（5月）
問合せ： 逸見 総一郎
Phone: 047-333-7412

日時： ５月31日(金）
13:30～15:30
場所： 全日警ホール 第1会議室
講師： 上坂 昇氏(桜美林大学名誉教授）
内容： 10年以内にCO2をゼロにし100％再生可能エネルギー
に変換するという、来年の大統領選挙に向けて民主党がかか
げる決議案。その裏にアメリカの社会主義的傾向が？
費用： 500円
定員： 40人（締め切りは5月24日または定員に達し次第）
連絡先：山本 怜
Fax: 047-339-0196
email: rayyama@jcom.zaq.ne.jp

日時：

4月13日（土）
10:00～12:00
5月11日（土）
10:00～12:00
6月8日（土）
10:00～12:00
場所：
全日警ホール （場所が変更になることがあります）
問合せ： 傳谷 英 email:eidenya@jcom.zaq.ne.jp

◆四川フェス2019見学：新宿中央公園 (楽山市委員会)
日時：
場所：

4月21日（日）
11：00
JR市川駅改札口集合

問合せ：

逸見 総一郎

◆全体会とフランス語講座 （イッシー市委員会）
日時： 5月11日(土）
10:00～12:00
場所： 全日警ホール 第3会議室1
問合せ： 野澤 順治
Phone: 090-8346-6408

Phone: 047-333-7412

新入会員（2018年5月～2019年2月）
法人会員

中台製作所

個人会員

氏名（ふりがな）①国籍（日本以外）

神輿の製作・修復

市川市本塩21-3 Phone:047-357-2061 email: info@mikoshiya.com
②使用可能言語

③希望する委員会

（敬称略）

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、 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
大久保
瀬間

たかし（おおくぼ
恵（せま

たかし）③ロ

めぐみ）②ドイツ

Ishigaki Rosalina (いしがき
武藤

正子（むとう

谷口

真由美（たにぐち

Thin Myat Noe（ティン ミャ

③ロ、日、通、異、

ろざりな)

まさこ）③異
まゆみ）③ガ、楽、メ、ロ、イ、日、

異

何

千帆（か

斉藤

ちほ）①中国

知身（さいとう
佳代

曽我部

（ひさだ

まりえ)

裕行（そがべ

畑崎

恵梨香（はたさき

島根

慶一（しまね

岡倉

ゆたか）②英語

③異

えりか）③日、異、青

こうしん）①中国

日本語、ビルマ語 ③日、通、異、青
五関

肇（ごせき はじめ）③ガ、通

三輪

祐二（みわ ゆうじ）③ガ、楽、メ、イ、通、異

笹川

宏之（ささがわ

工藤

陽一（くどう よういち）②英語

海野

礼子（うみの れいこ）

石井

百合子（いしい

ゆりこ）③ロ、イ

安藤

千枝（あんどう

ちえ）③ロ、イ

平林

よしえ（ひらばやし

桑島

ヤエ（くわじま

やえ）③ロ、イ、異

西原

広霞（にしはら

ひろか）②中国語、英語

帖佐

②中国語

ひろゆき）③楽、通、異

よしえ）③ロ、イ

③異、外

ふじこ）②英語、

真梨子（ちょうさ

③ホ、日、

まりこ）②スペイン語③日、通、異

松本 はる香（まつもと はるか）②英語、中国語 ③楽、ホ、
通、異

③ロ、日、通

税所

ウォラニット（サイショ

河西

佳子（かさい

けいこ）③日

イ語

③異、外、青

藤崎

清（ふじさき

きよし）③ロ

高梨

治夫（たかなし

宗政

裕美子（むねまさ

ゆみこ）③ガ、楽、メ、ロ、イ、異

田村

ユキ（たむら ゆき）③異

三浦

もか（みうら

もか）③ガ、楽、メ、ロ、イ、ホ、日、

加藤

忠明（かとう

通、異
呉

③通、異

通、異

けいいち）③ガ、楽

富士子（おかくら

韓国語

①フィリピン②英語 ③外

ひろゆき）③ガ、楽、日

裕（こばやし

向真（さい

日

かよ）

小林

蔡

③

ともみ）③ホ、日、異

Shimizu Marie (しみず
久田

②中国語

ノー）①ミャンマー ②英語、

ウォラニット）①タイ

②タ

はるお）
ただあき）②英語、スペイン語、ポルト

ガル語、フランス語 ③ガ、ロ、イ、通、異

慶美（ご

けいび）①中国

宮下

政樹（みやした

西村

実希子（にしむら

日、異、青

②中国語

まさき）③日

③通、異、外

田中

真須美（たなか

ますみ）③異

Viktoriya Kolomiyets（ビクトリヤ

みきこ）③ガ、楽、メ、ロ、イ、ホ、 イナ

②ウクライナ語

③外

荒木

マリナ（あらき

まりな）③異
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各国ブース（インターナショナルデイの続き）
１．アメリカ合衆国：市川市とは55年以上もの姉妹都
市関係のあるガーデナ市（カリフォルニア州）を紹介。
2018年には市川市から青少年8名がガーデナ市に派遣
され、今年は、市川市が青少年を迎え入れる年です
２．インドネシア：姉妹都市締結をしてから30年の関
係を持つメダン市。美しい伝統衣装「バティック（ジャ
ワ更紗）」を華やかに展示。2009年にはユネスコの世
界無形文化遺産にも登録された美しい織物。シャツや小
物入れは多くの人の目を引きました（写真P2⑦)
３．ウクライナ：手作りのクッキーと、数種類のジャム
（ラズベリーなど）ロシアンティーが振る舞われ、多く
の人だかりで大賑わい。ビクトリアさん（ダンスの先生）
による自国の紹介も行われていました（写真P2⑧)
４．エジプト：テーブルまで辿り着くのが困難なほど、
多くの人で賑わっていました。タブレットを利用し、観
光案内が行われていました。ピラミッドやスフィンクス
など古代文明が人気の観光スポットであると実感しまし
た（写真P2⑨)
5. スリランカ：有名な茶葉の他には、古くから使われ
ている風邪薬やタイガーバーム。また「いちかわんプレー
ト」でも使われていたカレースパイスが売られ、ブース
ではよい香りが漂っていました（写真P2⑩)
6. タイ：首都バンコクの正式名称が「クルンテープ」
で始まる世界一長い名前であるとの詳しい説明を受けま
した。担当していたタイ人男性に驚いたのは、流ちょう
な日本語だけではなく、ご自身が手書きの「タイの地図」
が非常に見やすく、世界遺産などの観光案内も分かりや
すく大変参考になりました（写真P2⑪)
7．台湾：日本でも広く知られたウーロン茶や、古くか
らある“人形劇文化”に触れる事ができました。指人形
（布袋戯「ぽてひ」）が展示され、美しい衣装をまとっ
た人形達の、三国志や連続ドラマが主流とのこと。とて
も興味深い伝統だと思います（写真P2⑫)
8．大韓民国：日本から近く、人気の韓国ブースでは、
古くから生薬として利用されている漢方薬の高麗人参の
入った飴。抗ストレス作用や免疫を上げる作用があるこ
とで有名ですが、飴なので手軽に摂れて人気だそう。他
にも可愛い柄の靴下や足袋や民族衣装が展示されていま
した
9．チリ：長野ステファニーさんが説明。チリは南北に
非常に長い地理的特殊性（場所により大きく気候が異な
る）がある。チリ領であるイースター島の非常に可愛ら
しい置物の モアイ像や、手作りの伝統的な芸術人形な
どを展示し、思わず手に取りたくなる素朴な可愛さでし
た（写真P2⑭)
10. 中国：友好都市を結び、活発な交流をしている大
仏と峨眉山で有名な四川省楽山市。同市と市川は青少年
交流や代表団との交流を通して、お互いが深い理解をし
ているなどの説明がブースでは行われていました （写
真P2⑮)
11. ドイツ：市川市が2004年にパートナーシップを
締結した、南部のローゼンハイム市のブースでは、ドイ
ツに関する美しい街並みの話を伺うことができました。
また、キラキラと輝く「サンキャッチャー」と呼ばれる
クリスタルボールが販売されていました。窓辺にぶら下

げておくと、太陽の光を反射させて常に彩色の光が広が
ります。その美しさに、多くの人が手に取って見入って
いました（写真P2⑬)
12. ネパール：世界で最も高い山“エベレスト”で広く
知られた国のブースからは、色とりどりの、アンティー
ク風のビーズの首飾りやヒマラヤ水晶のブレスレットが
紹介されました。これは、ヒーリング効果の高い石とし
て多くの人から親しまれているそうです（写真P2⑯)
13. パキスタン：日本から送ったサッカーボールで遊
ぶ子供達が、将来学校などの教育施設が建設されること
を心待ちにしているとの話を聞きしました。今回のよう
な“国際村”イベントを通して、もっと多くの人がサポー
トをできる機会であればと感じました。ブースではドラ
イフルーツ、はちみつ、ピンクソルトなどが学校プロジェ
クトの一環として販売されていました（写真P2⑰)
14. バングラデシュ：世界一人口密度が高いこの国の
ブースでは、マリオムさん（女性）がお国の言葉を学ぶ
本や、紙幣などを展示していました（写真P2⑱)
15. フィリピン：「スンカ」と呼ばれる、伝統的なゲー
ムが展示されていました。16個の穴をくりぬいた横長
の木の板と「シーガイ」と呼ばれる貝殻をつかって遊ぶ
そうです。シンプルなルールのようですが、分析力と記
憶力が必要な“頭脳ゲーム”だそうです。インテリアとし
ても美しいゲーム「スンカ」、今度はルールを覚えてみ
たいです（写真P2⑲)
16. フランス：「Tilia」と呼ばれる、葉を乾燥させた
ハーブが販売されていました。これは、ストレスや緊張
などを緩和する作用のあるハーブだそうです。そのほか、
フランソワさんの手作りカリンや梅などのジャムが沢山
並べられていました（写真P2⑳)
17. ベトナム：世界で最も健康的な料理の一つでもあ
るベトナム料理。日本でも人気の生春巻きの皮や、ベト
ナム風お好み焼き「バインセオ」の粉、キクラゲ、ベト
ナム醤油、ラーメンやドライマンゴーなどが販売されて
いました（写真P2㉑)
18. ペルー：マチュピチュで世界的にも有名なペルー
のブースでは、色とりどりの民族衣装をまとったグロー
リアさんが可愛い小物や、アルパカのぬいぐるみを展示
販売していました（写真P1右中段)
19. グアテマラ：コーヒーやマヤ文明で有名なこの国
のブースでは、赤や、紫の複雑な折り目で編まれた模様
や、美しい織物で作られた民族衣装が展示されていまし
た。村ごとに特徴の異なる民族衣装が受け継がれている
そうです（写真P2㉒)
20. ボリビア：最近頻繁にテレビなどでも紹介される
「ウユニ塩湖」が有名なボリビアのブースでは、その湖
の塩や山でとれるピンクソルトや織物をあしらった手作
りの美しいピアスなどが展示されていました（写真P2
㉓)
21.メキシコ：グラシエラさん手作りの美しい石のアク
セサリーなどを展示販売していました。メキシコには多
くの日本人が在住し、国際交流は非常にさかんだとのこ
とでした（写真P2㉔)
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I.I.A. News

No. 71

March 28, 2019

From the Editor:
Following the recent increase in non-Japanese speaking IIA members, we have translated into English a
summary of IIA News.
Top News
P1,2 and 3
International Day in Ichikawa 2019 (Numbers after countries are pictures numbers on page 2)
Aiming to unite the citizens and newcomers to the city under the name, “Ichikawan”, this event was held on
March 9 at I&I Hall in Gyotoku, with the theme, “The International village, Ichikawa”. Approximately, 400 people
gathered and enjoyed the festivities. This big event has four parts - International Foods, International Exhibit,
Disaster Preparedness, and Stage Performances. Delectable lunch plate consisting of Chicken curry from Sri
Lanka, Fried Spring Roll from Thailand, a popular dish, Chijimi pancake from Korea, Beans & Plantains from West
Africa, and Mazamora Morada dessert, from Peru. This lunch was called “Ichikawan Plate” which cost ¥500 .
The exhibit booths of 21 countries showcased their unique local products and introduced their cultures.
Participating countries are: USA, Indonesia ⑦ , Ukraine ⑧ , Egypt ⑨ Sri Lanka ⑩ , Thailand ⑪ , Korea, Chile
⑭ , China ⑮ , Germany ⑬ , Nepal ⑯ , Pakistan ⑰ , Bangladesh ⑱ , Philippines ⑲, France ⑳ , Vietnam ㉑ ,
Peru (page1), Guatemala ㉒ , Bolivia ㉓ , and Mexico ㉔ .
The Japanese Language Classroom Committee and Foreign Resident Assistance Desk also installed their
respective booths, which provided a lot of valuable information to the new foreign residents.
To help the foreigners prepare for unpredictable disasters, Information Handbook on Disaster Prevention in ten
languages, were handed out. The Ichikawa Fire Department helped organize various demonstrations on how to
extinguish fire, evacuate from a smoke-filled building and protect oneself when earthquake strikes.
The stage show, dubbed as, “Journey around the world” was opened with a welcome address from Ichikawa
Mayor, Mr. Hirotami Murakoshi. The journey through dance and music started with a powerful Taiko drum
performance from TEKONA, an all-women Japanese band. A series of traditional dances began with Thailand’s
“Isa Banhao” and Peru’s “Marinera”, gracefully performed by Buddies members. This was followed by a mystical
traditional dance from Sri Lanka. Then, a medley of Chilean dance from Cueca “La Sebastiana to the exotic
Eastern Island dance, “Urutehami”. From the African region of Ghana, a modern Afro beat and a traditional Azonto
dance accompanied by a Djembe-drum thrilled the audience. Then, Nica Latina performed their stunning original
Latin dance with colorful costumes. The last dance performance was from the Myanmar group, which was
captivating with their intricate and elegant moves. For the grand finale, TEKONA returned to the stage with a
spectacular taiko beat while all performers came to fill the stage. They received a rousing applause and cheering
from the audience.
Here were the comments from the participants, “It was my first time to have felt such a joyous feeling.” ;
“I made new friends.”; “I happened to see my old friend.” and others.
P4
Global New Year Party (Foreign Residents Committee)
This annual event was held last January 26 at Ichikawa Bunka Hall. We started planning half a year before to
search for participants who would join the fashion show of traditional costumes. This year, we opted to serve 6
kinds of dishes - Chinese steamed chicken roll, Taiwan’s turnip cake, Larb salad from Thailand, Tapioca dessert
from Philippines, Korean Japchae and Japanese Futomaki. As in the past, the members prepared and cooked their
traditional dishes for 130 participants. People from many different countries participated in this event. Those who
came to watch enjoyed the parade of beautiful traditional costumes from 16 countries and awesome dances and
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experienced making exchanges with many foreigners. For the finale, everyone was asked to dance together to the
beat of “Amichacha”. It was a momentous event and we are grateful to many people who supported us.
P5
Lecture on How to polish your Communication Ability in seven languages (iTC)
It was held on December 8th, at Zennikkei Hall. The lecturer was Ms. C. Dashtestani and her English was
translated into seven languages. This is a breakthrough event by iTC which put into practice their strong capability
to interpret in many languages. The lecture mainly pointed that - It is important to grasp the level and
characteristics of the audience in advance and select an attractive theme; the lecturer's narrative should not be
monotonous; since first impression is important, self-introduction should be brief; take into consideration the
listener's beliefs, customs, etc.; the lecturer’s eyes should not be fixed on notes; when touching historical facts, it
would be boring to list names, ages, etc. ; the lecturer should always make eye contact with the audience.
The 49th IVIS Open Seminar- Vocabulary Learning Through Popular Songs and 25th anniversary (IVIS)
Held on February 10th at the I-Link room, IVIS invited Professor Rick Romanko of Wayo Women's University to
talk about this subject. After listening to 2,175 popular songs from the 1950s in the United States and Britain, he
had analyzed lyrics. He suggested that since most songs have relatively easy words, listening to as many songs
will be an effective tool for English learners to expand their vocabularies.
After the lecture, we moved to Marche restaurant to have a lunch party in celebration of IVIS 25th anniversary.
Medan City Committee General Meeting & Lecture (Medan City Committee)
Held last February 24 to report the committee’s activities for FY 2018. The new Chairperson, Mr. Yutaka
Kobayashi and new officer, Ms. Taeko Higuchi were introduced.
This was followed by a lecture from Mr. Yuji Hamada, former Consul-General of Medan, who talked about “The
Current Indonesia”. In his lecture, he stressed that although Indonesia is rich in resources and its agriculture and
fishing industries are flourishing, they lack the necessary technology to transport. Japan has many opportunities to
provide technical assistance to Indonesia. Besides this, he added that Japan should accept diligent Indonesians
and let them work here and contribute to regional development.
P6

French Cuisine Class & luncheon meeting

(Issy- Les-Moulineaux City Committee)

French Cuisine Class
The French cuisine class was held on Jan.20 at Danjo Kyodo Sankaku Center with 14 attendees. Our
presenter for the third time was Mr. Shadi. He introduced the menu of “Pot-au-feu”, a popular homemade dish
in the Normandy region and a dessert called, “Canele”. Both were very delicious and everyone was delighted.
Luncheon Meeting
On a warm spring day of February 23rd, 17 members gathered at Chez Sugino, a French restaurant in
Motoyawata which was launched two years ago by a chef who studied French cooking in Paris. We had a
lunch course that was arranged with aesthetic essence of Japanese-style cooking.
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Taiwanese Cooking class (Foreign Residents Committee, Leshan City Committee)
We had our first cooking class on February 16th. The cooking instructor was Ms. Tajima, who came from Taiwan
and has been living in Ichikawa for a long time. She taught us some Taiwanese homemade dishes - Boiled
dumplings, with instructions on making the wrapper; jellyfish and cucumber salad; Chinese roast pork; a Taiwan
dessert. They were so delicious that the 20 participants took home the recipes to try cooking them in their homes.
Ikkanbari （ Home Stay, Visit Committee ）
Two traditional craft making events were held to deepen exchanges among members and help them to become
host families.
On January 19th, ”Ikkanbari” was introduced, and we learned how to make them from Ms. Noda.
First, Japanese colored papers and newspapers were cut and dried on bamboo baskets. For the final touches,
persimmon varnish was applied and dried for water resistance and toughness. The meeting ended with a feeling of
great satisfaction with the work that everyone had accomplished.
Then, on February 16th, we learned how to make Netsuke laces. The flat knots were surprisingly difficult but we
were able to finish them by doing our best to overcome the difficulties. Everyone enjoyed the friendly atmosphere.
P7
Year End Party (IVIS ）
On December 8th, I was invited to the Year End Party (YEP), which was held at OMF Church.
On that day, the ladies and gentlemen attendees were asked to wear or have something red and had a great time.
At this year's program, we all enjoyed singing, "Besame mucho", though we felt a slight mismatch. Then, the
Baumgartner family with their three kids rendered a traditional Swiss song. For the games, Mr. & Mrs. Michelle
coordinated the Word Play and Gesture Game. After this, I realized that many members are living actively and
enjoying their lives. Cheers to the active IVIS members.
Buddies’ New Year Party with Calligraphy and Tea ceremony (Buddies)
Last January 11, Buddies had their annual new year party at Ekinan Kominkan by holding Calligraphy writing and
Tea ceremony. Non-Japanese members were pleased to write in Kanji their names which the Japanese members
have suggested to them. The children who attended also had fun with calligraphy.
At the tea ceremony, our teacher gently taught us the manners and ways of having tea and we felt like sensing
the Japanese spirit. We love Buddies because of its open-mindedness with any cultural background.
Exhibition: “Unrivaled Calligraphy: Yan Zhenqing and His Legacy” (Leshan City Committee)
We went to Tokyo National Museum to see the special exhibition of Yan Zhenqing.
He is a great master of calligraphy in Chinese Tang Dynasty, 1,350 years ago. We, as Japanese are required to
study Calligraphy at school, and both Kanji characters and calligraphy are must-learn subjects. One of his works,
“Sai Tetsu Bunko”, which was introduced to the Japanese for the first time at the National Palace Museum in Taipei,
was so popular that there was a long queue of people waiting to see them. I was a little surprised to see many
Japanese visitors who are interested in calligraphy.
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P8
“Chef Teacher” was awarded Grand Prize Winner of the Regional Revitalization Award
Organized by the Committee on Regional Outstanding Achievement of the Year (Supported by : Cabinet Office,
Ministry of Agriculture, Ministry of Forestry and Fisheries, and the Ministry of Economy, Trade and Industry)
This is a system to award excellent policies or new challenges implemented by the local regions.
The total number of applications from all over the country was 172. Chef Teacher won the highest award of Grand
Prize in the "Things/Event" category.
The Chef Teacher or Chef Sensei in Japanese is a project wherein a foreigner chef not only instructs the
elementary school children to cook their country’s cuisine, but also talks about their culture and lifestyle, which
contributes to the children’s deeper understanding of other cultures. IIA has been fully supportive of this project.
Chef Teacher for adults (Cross Cultural Exchange Committee)
Recently, the above-mentioned, award-winning "Chef Teacher" class has become so popular that we launched,
an event called, Chef Teacher for Adults which started last year. This time, we invited Mr. Jose to teach us Spanish
cooking. Twenty people from many countries - Thailand, Philippines, France, Peru, Bangladesh participated and
cooked in a flurry of languages. The menu was Paella de pollo, Calamaris en su tinta with squid ink, and Longaniza
de chocolata. All of them are authentic Spanish cuisine, with the same taste as the Chef's hometown.
We enjoyed cooking, dining, and chatting until the time came to an end.
Workshop “Oriami” (Gardena City Committee)
A workshop called, "Oriami" was held on December 18 at the Zennikkei Hall. Oriami is a metal mesh that is
supple like cloth and has tension like paper that can be folded like an Origami. I came across an article about
Oriami while I was reading a newspaper, and thought it would be an ideal theme of the workshop because it could
be used as decoration for the holiday season.
We tried to fold it into a crane, but we found it difficult to put a crease on it and it did not produce a firm shape like
that of a paper crane. Nevertheless, about 25 participants managed to fold Oriami cranes and showed each other’s
work, and shared their impressions. Somehow, we were not satisfied with the result and decided to fold up a
"celebration crane" with paper, and closed the workshop with much satisfaction.
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