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秋はイベント盛りだくさん
日本語を教える講師を養成する講座

行徳まつり前夜祭市民団メダン市の日本人墓地を訪問

研修バスツアーで銚子を学ぶ

ドイツデイでIIAをPR

この秋もIIAの会員たちは多くのイベントを開催しま
した。増える外国人の方々に少しでも役に立ってもらお
うと、高校進学のガイダンスを開催、ニーズが増える日
本語を教える講師を養成する講座の開講、より良い分か
りやすい勉強法を修得する日本語講師のブラッシュアッ
プトレーニング。
国内では料理教室、研修バスツアー、ハロウィンパー

ティーなどで在住外国人の方々と、地理、文化を勉強し

ながら親しく、楽しく交流。講演会では著名な講師を招
き、海外の人物を深堀りして勉強もしました。
一方、都市交流では提携30周年になるメダン市へ、

15周年のローゼン市へ市民が訪問し、現地の人達と交流
の輪を広げ、市川市の名を広めてきてくれました。
3月にはインターナショナルデイの発展形として在住

外国人の方々と膝をまじえて困っていることなどの本音
トークを企画しています。皆様、是非ご参加ください。
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日本語講師養成講座が11月2日に開講されました。本稿
ではこの機会に、日本語教室関連の研修全般についてご
説明します。
１．日本語講師養成講座（市川市国際政策課の企画、1回
／年）
①まだ講師を経験していない人が対象です。ただ、すで
に講師をやっていても、まとまった教育を受けたことが
ない人も受けられます。例年、募集については8月の「こ
うほう市川」に掲載されます。今年は26名の受講枠に対
し41名の応募がありました。
②11月～2月のほぼ毎週土曜に開催されます。場所は市川
地区と行徳地区と交互に行います。今年は行徳公民館で
す。
③講師は国際日本語協会（AJALT）、皆さんベテランで
手際よくポイントを教えてくれます。
④教材は「みんなの日本語」という、日本語教室で最も
普及している本です。その概要を12回に亘って説明しま
す。
⑤この講座は単なるお勉強ではなく、「日本語教室での
講師を養成するために行っている」ということは言うま

でもありません。
日本語講師をやりたいという意思をお持ちの方は、ぜ

ひ来年以降、応募して戴きたいと思います。
２．ブラッシュアップ研修（日本語教室委員会の企画、2
～3回／年）
既に講師をやっている人のスキルアップが目的で、毎年2
種類の研修を実施しています。
①学習者が大人の場合（10月26日、アイリンクで実施）
講師は上記と同じAJALTで、毎年テーマを選びます。
今年は「動詞、副詞のまとめ」というテーマで30名が受
講しました。フリーの質問時間がたっぷり取れ、受講者
が持っていた疑問の一旦が解消できたと思います。
②学習者が子供の場合（11月30日行徳公民館で実施）
市川市の子供の日本語教育に大きな実績のある近藤明子
講師が、市川の現状・独自に工夫したツール等、実用的
な研修を行いました。子供の指導特有の難しさに骨を折っ
ている皆さん16名が受講し、日常的に起こる様々な問題
への対応方法を修得できました。

（日本語教室委員長 西依 章郎）

10月19日、行徳I&Iホールで房総多文化ネットワーク
主催の高校入学ガイダンスが開催されました。10か国約
35組の親子に加え、台風に影響され千葉、松戸両会場で
開催できず、急きょこの会場に集まった親子が加わり、
大混雑です。
先生たちが日本に来て間もない外国人の親子に、高校

に入学するための仕組み、備え方をやさしく説明しまし
た。そして高校生たちが、どのようにその受験を乗り越
え、今の高校生活をどのように送っているか語って下さ
いました。
これを支えたのがIIA他の会員の方々です。開催まで

数回の準備と出席者の最新情報をラインで頻繁に更新し、
共有しました。当日は行徳駅からの道案内、各国語での
受付を担当。そして親子が各言語別８テーブルに分かれ
た後の全体説明と、高校の先生たちの説明を通訳。その
言語は英語、中国語、タガログ語、ウルドゥー語（パキ
スタン）、タイ語、スペイン語、ネパール語と多岐にわ
たります。そしてそれぞれの言語のテーブルの取りまと

めにも活躍しまし
た。
その中で出てき

た質問はいろいろ
あります。英語で
受験できますか。
面接では何が重要
で、どのようなことを聞かれますか。外国人特別選抜で
高校に入りやすいですか。どのくらい勉強をしなければ
いけませんか、などなどです。
印象に残ったのは、数年前に高校に入ったOGの経験

談「日本人と同じテストを受けるには、日本人の2倍、3
倍の勉強が必要で、これを乗り越えれば楽しい高校生活
が待っている」と話してくれたことです。参加した生徒
たちが、このガイダンスを少しでも役立てて、高校入試
の難関を乗り越え、4月からの高校生活に入ってもらえ
ることを願ってやみません。 （篠原 剛）

一昨年度の養成講座を受講し、昨春から日本語ボラン
ティアを始め、まだまだ手探り状態で活動中です。『動
詞の活用』の指導までは異文化交流を楽しむ余裕も多少
ありましたが、日本人には当たり前のことを外国人に分
かりやすく教えることの難しさを日々痛感しています。
さて研修は一方的な講義ではなく、参加者に次々質問

し考えさせながら、進められ、改めて動詞と副詞の特徴
や種類を系統的に理解する良い機会になりました。
配布された資料もわかりやすく、これからの活動に役

立てたいと思いま
した。
また「動詞のグ

ループの見分け方」
「て形の歌の活用」
「擬態語は動作で示すとわかりやすい」などの話は具体
的で興味深く、参考になりました。
今後もこのような、現場で実際に活用できる知識・方

法を学習できる機会が増えれば有難いと思っています。

日本語を母語としない親と子供のための進路ガイダンス2019（共催）

日本語教室講師の研修について （日本語教室委員会）

ブラッシュアップ研修に参加して （日本語教室委員会）
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市民団16名（男3名、女13名）は、11月6日～11日イ
ンドネシア北スマトラ州の州都メダン市と首都ジャカル
タ市を訪問しました。
まず、トバ湖（世界一のカルデラ湖）を視察。湖の中

のサモシール島では、バタック族の伝統家屋、王の墓、
資料館等を見学しました。
8日は、オランダからの独立戦争時、インドネシア人

と共に戦った日本人埋葬墓地にお参り。梅田春男氏（元
日本兵のご子息で、日本語通訳として、市川に来たこと
がある）の力添えにより実現しました。
その後、メダン市交流協会の12名を昼食に招待。初代

会長のロシアン氏、5年前に来市したバユ現会長ご一家
などにお会いできました。今後もバユ氏に交流協会の会
長として、両市の交流が拡大することを期待しています。
夜は、日本総領事館公邸に招かれ、石井健総領事から、

メダン市長代行のムサダド氏、国際交流担当のイルミ氏、
自治体協力課長のトム氏と梅田氏が紹介されました。ム
サダド氏と成田会長が、姉妹都市30周年と書かれたケー
キカット（写真）を行い歓談。また、披露された中野裕
子氏の日本舞踊は、大変好評でした。
ムサダド氏は「今回の市川市民の訪問が両都市の協力

関係の発展に役立つこと
を願っています」と述べ、
石井健総領事は「両市が
30年に亘って様々な素晴
らしい関係を生み出して
おり、その一つが､高校生
の相互交換交流活動です。
市川市、メダン市の関係
発展に貢献できれば幸い
です」と述べました。
9日のジャカルタでは、

大勢の人々で混雑するインドネシア独立記念塔（モナス）
広場を見学し、その後、日本の援助で、昨年４月に完成
したインドネシア初の地下鉄（MRT）に乗車し、ブロッ
クMのデパートで買い物をしました。
翌日は、インドネシア国立博物館を見学後、オランダ

統治時代にオランダ商館があったコタ地区で旧跡等見学
し、オランダ東インド会社のアドミニオフィスとして使
用されていたカフェバタビアで昼食をとり、空港へ向か
いました。 （青野 雅子）

姉妹都市30周年記念 市民団メダン市訪問（メダン市委員会）

中国料理教室 （楽山市・外国人委員会共催)

11月10日、楽山市委員会と外国人委員会との共催で2
回目の料理教室を開きました。
今回は外国人委員会の高松さんを中心に、鈴木さんと

田嶌さんの3人の方に講師になっていただき、ポピュラー
な飲茶料理である大根餅、湯葉サラダ、海老春巻、それ
に杏仁豆腐を教わりました。
大根餅は大根を千切りにして米粉を入れて良くかき混

ぜて、でも時間がかかるので大半を高松さんが作ってお
いてくれました。湯葉サラダでは材料の買い出しに上野
のアメ横に行き探したのですが、日本の湯葉とは違う干
豆腐という豆腐を平たく薄く伸ばしたもので、どれなの

かさっぱり分からず携帯で写真
を送りながら見つけるという大
変な苦労をしました。春巻も中
の餡を入れすぎて揚げている間
にパンクしたり、揚げ過ぎて焦
げついたり、約３時間かけて四
苦八苦した後、やっと4品を作り上げました。苦労した
かいあって食べた時には美味しさもひとしおでした。み
んな大満足の中おしゃべり盛況のうちに終了しました。

（逸見 総一郎）

インドネシア語で話してみませんか （メダン市委員会）

市川市とメダン市が姉妹都市30周
年を迎えます。市川市市民団が30周
年記念行事に参加するため、、11月
6日から11日まで、メダン市と首都
ジャカルタを訪問する事になりまし
た。
そこで、出発前の、9月21日、28

日、10月19日の3回、メダン市訪問
の市民団をはじめ、訪問しない方で
も現在急成長している活気あるイン

ドネシア共和国の理解を深め、交流の輪を広げられるよ
うにと、インドネシア語の勉強会を開催しました。
先生は、東ジャワのマラン出身でインドネシア大使館

勤務の、とてもチャーミングな坂井イチャさんです。
インドネシアは300を越える多民族がそれぞれの言葉

を用いていましたが、共通語として、スカルノ大統領が、
マレー語のうちの一方言をインドネシア語としました。
「挨拶と自己紹介の言葉」「お願いしたい言葉」「買い

物に行った時に使う言葉」など、インドネシアで使えそ
うな会話を、2人でチームを組み、何回も練習しました。
ローマ字読みですので、意味がわからなくても読むこと
ができます。また、インドネシア語には、現在形、過去
形、未来形がありません。明日とか昨日と言った言葉で
時制を表します。ただ、挨拶では、朝、午前中、午後、
夕方、夜で言葉が違ってきますので、適切に使うのが大
変です。
勉強の合間に、イスラム教のお祈りの話がありました。

1日５回お祈りをし、朝は４時頃からスピーカーで町中
にアザーン（祈りの時間を告げる）が流れ、はじめはビッ
クリして飛び起きてしまいます。お金の単位は、日本の
100円が、インドネシアでは1万ルピアになるので、慣
れるのに大変です。イスラム教の人は、宗教上豚肉を食
べませんし、お酒も飲まないことなども、教えていただ
き、楽しい勉強会をすることができました。勉強の成果
が、インドネシアで発揮できるか、少し心配ですが。

（青野 雅子）
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行徳まつり前夜祭 （協力）

今年第17回目を迎えた文化イベントです。さまざまな
文化とアートの催し物が八幡というエリアを巡りながら楽
しめるこのイベントも、すっかり市川市民に定着しました。
異文化交流委員会と外国人委員会も、このイベントに参加
して今年は５年目。南八幡の京葉ガスショールームを借り
ての「世界のフード＆マーケット」も、多くの市民に参加
していただけるようになりました。
今年のフードは３か国。韓国の李さんの3種盛り合わせ

は人気のチジミ、トッポギ、チャプチェという３大人気料
理の詰め合わせ（写真内中央）500円であっという間に完
売！また、ペルー出身のジャネットさんはシェフ先生とし
て市内小学校の授業でも活躍中で、今回も授業で紹介して
いる鶏肉料理エスカベーチェを大人向けにちょっとピリ辛
にして販売（写真内右）大きなお肉に皆さん大満足。そし
て今回初登場は、ベトナムのチェ―（写真内左）皆さん、
チェ―ってご存じですか？ベトナムの伝統的なスイーツの
総称ですが、実は地方によって、またお店によっていろい
ろです。甘く煮た豆類やイモ類、かんてんや果物、ナッツ

類、そして今
話題のタピオ
カなど複数の
具材を細長い
グラスにキレ
イに詰めて、
見た目も、美しいド
リンク？お汁粉？か
き氷？とても複雑な
味わいの楽しめる、
おしゃれなスイーツ
です。ちなみに筆者
はクルミとおこわの
取り合わせに感激！こちらも大好評でした。
京葉ガスショールーム外側のコンコースではメキシコ、

チリ、フィリピンの民芸品アクセサリーの販売に足を止め
る市民も多くいました。出店者とボランティアスタッフも
市民と一緒に楽しい１日を過ごしました。（村井 美和）

10月26日に行徳祭
り前夜祭「神輿を担い
で交流しよう」という
イベントに参加「神輿
の町行徳」を多くの外
国人に知ってもらうた
めの企画です。外国人

委員会以外の他の団体の参加者も合わせて25人位の多国
籍の方が集まりました。当日妙典駅で午後３時に集合、
本行徳にある神輿ミュージアム（中台製作所内）に案内
されました。素晴らしい神輿の展示を見せられ、ビデオ

で行徳の神輿の歴史や神輿の組み立てなどの映像を見て、
大変勉強になりました。その後、職人の工房に移動、職
人の伝統的な技術を見学し、体験もしました。4時半ごろ
に製作所を出て、行徳駅前公園まで歩きました。公園に
着いたら、皆で半被を着て、神輿を担ぐ体験を楽しめま
した。体験の後、美味しい料理とお酒を頂きながら賑や
かな交流ができました。
夜8時ごろに解散して、帰りました。残念なことに次の

日の祭り本番に参加できませんでしたが、お神輿の伝統、
日本の文化を深く理解できました。有意義な体験をさせ
て頂き感謝しています。 （田中 アイアン）

市民団ローゼン市訪問（ローゼン市委員会）

10月22日朝8時、成田空港に集合しミュンヘンに1泊
した後23日には緑豊かな街を抜けてローゼンハイム市に
入りました。夜には以前よりIIAにて交流のあるクロム
ホルツ氏とクラリッサ氏が挨拶に来てくれました。24日
朝、ミハエル・ケネーダー氏（ローゼンハイム市 社会部
部長）の案内で市内の女子学校「メートヒェン・レアル
シューレ」を訪問。玄関で吹奏楽部の歓迎演奏（写真）
を受けて教室へ向かいました。最初に市川市にホームス
テイをした子たちに市川の印象を聞くと「緑が少ない」
「学校における授業時間が長い」とのこと。ちなみにこ
の学校の一時限は40分間とのこと。楽しかった事は友達
が出来てディズニーランドで遊んだ事。校長先生に日本
とドイツの教育システムの違いの説明を受ける。公立校
の教育費は家庭の負担が少ない。授業は宿題が多くその
成績によって進級が決まる厳しさ、その為に学級内に生
徒間の年齢の差が出来るとのこと。広くて綺麗な給食室
で生徒達と一緒の昼食をとり、その後、大勢の生徒達と
折り紙で言葉を超えた交流をしました。次の目的地は市
民の家「ヒュウガーハウス」の見学。そして25日朝、ク

ロムホルツ氏が迎えに来て
市庁舎へ。第二市長の案内
で歴代市長の肖像画が飾ら
れた廊下を通って会議室へ。
その後バウアー市長の出迎
えを受けました。市内にあ
る「市川公園」と名付けら
れ手入れの行き届いた公園
には15年前友好記念に植えられた桜の木があり、春には
ここで大勢の市民がお花見を楽しむそうです。式典が始
まりバウアー市長、村越市長の挨拶の後、成田会長の挨
拶があり大勢の拍手で迎えられました。アトラクション
は子供たちの合唱、民族衣装を着た男女の踊りがあり、
会場内は市民との交流で盛り上がりました。最後は、全
員でベートベンの第九を合唱してお開きになりました。
28日には無事に日本に帰国しました。今回の旅は、参加
者がすぐに打ち解けて一緒に行動出来ました。チームワー
クは最高に良かったと思いました。 （後関 正）

世界のフード＆マーケット （異文化交流・外国人委員会）
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研修バスツアー 「銚子」 （通訳・翻訳委員会)

15号台風が10月6日から7日にかけ通過し、千葉県に
大打撃を与えた直後の22日、バスツアーをどうするか迷
いましたが、熟慮の末決行することにしました。
定刻9時に市川を出発しました「顔の見える通翻」を

実践すべく、先ず自己紹介から。参加者20人が自身の生
い立ち、外国語との関わり、交流への思い入れなどをか
なり詳しく話しました。その後、今度はこの千葉の地理
的「生い立ち」を市川と銚子がらみで勉強しました。
2000年前は利根川と江戸川は下流で合流し東京湾に

流れ込んでいました。16世紀に江戸に封じられた徳川家
康は、墨田川がたびたび氾濫するので、その上流である
利根川を今の銚子方向に切り替えるという利根川東遷事
業を開始。16世紀末に完成し江戸では洪水が激減し、千
葉はその川を運河として銚子から行徳を経由し江戸に醤
油を運び栄えたという歴史を勉強しながら銚子へ到着。
犬吠埼灯台を見ながら銚子ならではの海の幸盛りだく

さんの海鮮丼、大きな天丼を楽しみました。140年前に
造られた日本で第2位の高さ31mを誇る煉瓦製灯台の展
望台まで99段の階段を上り太平洋の絶景を楽しみました。

地球が丸く見える
丘展望台を大急ぎで
見て、次はヒゲタ醤
油へ。17世紀始めに
銚子の豪農田中玄蕃
が千葉で最初に、濃
口醤油の製造を始め
たそうです。今は大
醤油メーカ、キッコー
マンと提携関係にあ
ります。工場は日曜

日なのでお休み。でもVRで工場の様子が手に取るよう
に見えます。なんと自分が醤油瓶の底にいて、上から醤
油が注がれる場面も。醤油でおぼれそうで、とってもリ
アル。帰りに醤油の土産を頂きました。
帰りのバス内では、今日のツアーのテスト。犬吠埼灯

台の高さは、建造年は、どのくらいまで光が届くか、な
ぜ銚子で醤油ができたかなどなど。4時過ぎには無事に
市川に到着。皆さん楽しめましたか。 （篠原 剛）

11月24日、早朝雨の市川駅に
集合。外国人委員会と異文化交流
委員会の共催で、千葉県銚子市へ
向かってバスハイクの始まりです。
かなり激しい雨の中バスは出発し
たのですが、なんと銚子に入った
とたん、奇跡的に雨が上がり、犬
吠埼は快晴。銚子にいる間ずっと

お天気に恵まれました。九十九里浜にちなんだ99段のら
せん階段をのぼり、犬吠埼灯台（写真左）の展望台に到
着。海はかなりの高波で大荒れでしたが、青空が広がり、
日差しは暑いくらいで、灯台からの眺めは最高！太平洋
の大海原を満喫できました。その後「ウオッセ」という
水産物の即売所を訪ね、新鮮な魚や海産物の加工品など
おいしそうなおかずをたくさん買い込みました（写真右）
最後はヤマサ醤油工場の見学。日曜日で残念ながら工場
の見学はできませんでしたが、醤油作りのビデオを鑑賞

する事ができまし
た。さらに手作り
の煎餅を焼くこと
ができ、おいしい
醤油をたっぷりつ
けて香ばしい自分
だけの煎餅を味わ
いました。人気の
醤油ソフトクリー
ムもとってもおいしかったです。そして帰りのバスでは
いろいろな国のすてきな歌を披露していただきました。
子供達のかわいらしい歌もありとても盛り上がりました。
銚子電鉄の有名なぬれ煎餅を一枚ずつお土産でもらいみ
んな大喜び。少し急ぎ足のバスハイクでしたが、総勢34
名がみんな一つの家族のようになり、心に残る１日を過
ごすことができました。 みなさんお疲れ様でした！

（上野 田鶴子）

今年もハロウィンがやってきました。10月20日、勤労
福祉会館で外国人委員会は恒例のハロウィンパーティー

を開催しました。
参加者達がもっと楽しめるように、今

年も当日の弁当とゲームと衣装に力を入
れました。手作りの輪投げゲームがとて
も良い評判になり、もっと投げたい、入っ
た、残念と参加者達がとても楽しくゲー
ムしました。
また、各チームで十人十色の仮装衣装

の発表会も行われました。何よりトーク
ショーは一番花が咲きました。今年のハ
ロウィンパーテイーも盛大に終わりまし
た、来年のハロウィンパーテイーが待ち

遠しいです。 （鈴木 迎慶）

バスハイク 「銚子」 （異文化交流・外国人委員会共催）

ハロウィンパーティー （外国人委員会)
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11月22日、約30名の受講者を集め全日警ホールで今年度2回

目となる講演会を実施しました。今回はアメリカ政治学者であ
りケネデイ研究で著名な土田 宏氏を招き、著書『ケネディ-
「神話」と実像』の内容などに基づき、ケネディ大統領の話を
伺いました。
冒頭、講演者が最近行った理髪店の若い店員にケネディの写

真を見せたところ、まったく誰かわからなかったという笑い話
がありました。たまたまその店員が知らないのか、若者にはケ
ネディは知らない人となってしまったのか、素直に笑えない話
でした。
1917年の誕生から、1963年ダラスで凶弾に倒れるまでの略

歴を紹介したのち、本日のテーマである「神話と実像」に入り
ました。因みに、本日11月22日(米国時間）はケネディの56回
目の命日であり、今年は曜日まで金曜日で一致しました。偶然
か必然か？
ケネディはなぜ神話化されたのか？神話とは人物の理想化と考
えると、いくつかの要素が浮かんできます。大統領支持率80％
台の絶頂期の突然の死、海軍時代に日本の駆逐艦と衝突沈没し、
乗組員を先導して九死に一生を得て英雄視されたこと、ベルリ
ン危機、キューバ危機、部分的核実験禁止条約締結などの政治
実績、そして人間的魅力から来るカリスマ性、これらが合わさっ
てケネディは神話化されたと言えます。
一方、ケネディは生涯の中でいくつかの困難と闘ってきたと

いう実像があります。アイルランド系アメリカ人として生まれ
たジョンは父親の教育方針である「ケネディ家は勝利のみ」の
もと「期待されない次男」として育ちました。父の関心は長男
のジョセフを政治家、大統領にすることだったからです。しか
し戦争で兄の突然の死により期待はジョンに移り、父親の強力
な援護でハーバード大学ヘ入学。軍隊入隊から、下院議員、上

院議員そして大統領へと突き
進んでいくことになります。
困難はジョンの幼少期からの
病弱体質にもありました。慢
性の胃痛、腹痛、下痢に苦し
み、当時の新薬であるステロ
イドを投薬されて一時しのぎの回復はあるものの、大きな副作
用として骨粗しょう症に見舞われ、腰痛に苦しむこととなった
のです。1960年の大統領選挙で僅差で共和党のニクソンを破り、
第35代大統領となってからも、南部を中心とする保守派の反発、
反アイルランド感情、反カトリック感情など様々反発を受ける
こととなります。そんな中で政治としては、冷戦のソ連への対
応、ベルリン危機、キューバミサイル危機、ラオス問題などの
外交政策、公民権運動の高まる国内政治を綱渡りのように行っ
ていきました。
困難を乗り越え、神話化される大統領になれたのは、彼自身

の強い信念「戦争は絶対してはならない」「誤りは誤りであり、
正しいと思うことは絶対に曲げない」「すべての人間は平等で
ある」の故と考えられます「すべてが同じ人間として認め合う、
平穏なアメリカ、平和な世界」である理想社会へ向けての強い
信念があったからとされます。
最後に講師から茶道の精神を表す、千利休の言葉「和・敬・

清・寂（わけいせいじゃく」はケネディの思想に行きつくとの
見方が紹介されました。茶人でもある土田氏らしい考えだと拝
聴しました。
今回の講演は、センセーショナルな暗殺の話でない、ケネディ

大統領の話としてその実像を知ることにより、ケネディの偉大
さを再確認し、同じ人間として共感できる場となりました。

（山本 怜）

講演会「郭沫若と市川｣を聞いて （楽山市委員会）
郭沫若記念館 開館15周年記念講演

講講演会「ケネディの神話と実像」 （ガーデナ市委員会）
56回目の命日に偉大な大統領の功績と知られざる人生の実像を探る

秋晴れに恵まれた10月26日、郭沫若記念館 開館15周年記念
講演が、主催は市川市文化振興財団、講師は藤田 梨那氏 (郭沫
若氏の孫娘 )、会場は芳澤ガーデンギャラリーで開催されまし
た。定員150名の客席は満席となり、お客様は熱心に最後まで
聞き入ってました。講演の冒頭に、藤田氏は祖父の郭沫若は政
治家であると言われているが、第二の故郷の日本で詩人と書法
家と考古学者として誕生したと話し始めました。昨今の中国情
勢は民主主義と基本的人権問題で報道されていますが、かつて
郭沫若翁が平和を求め日本国に留学した頃は大正デモクラシー
の時代でした。郭沫若翁は西洋と日本の文学に触れ、日本の美
しい自然を発見した詩｢桜花書簡｣や｢女神｣を日本文壇に発表し、
考古学の貴重な研究文書を沢山残したそうです。郭沫若翁が当
時の一高と六高と九州大学医学部で学び、修了直後に耳の治療
で佐賀の熊の湯へ湯治したが完治せず医師になるのを断念した
話は有名です。
さて、郭沫若翁と佐藤とみさんは自由恋愛をし結婚が叶い５

人の子供逹(長女は藤田さんの実母 )と市川市須和田で10年間の

亡命生活を過ごした話、郭沫若翁が詩｢別須和田｣を残し中国に
戻った事とその後の佐藤とみさんが日本で生きた中で受けた辛
酸な体験の話、５人のお子さま逹は立派に社会人になっている
話、親交があった文学者の話、援助の手をさしのべてくれた日
本の人達の話を聴きました。｢人生に苦しみと憎しみが生じる
反面、人と人との温かい絆からは愛と喜びが生まれます｣と話
しました。藤田梨那さんの実母佐藤よし子さんは、子供の頃に
父親の郭沫若翁と母親の佐藤とみさんから愛と忍耐を授かった

のではと私は思いました。講演の最後に、藤田 梨那さんは｢祖
父の郭沫若は友好の懸け橋を築き上げた日中友好の鑑(かがみ)

です｣と結びました。祖父と祖母とその５人の子供逹(一人娘で
ある実母と叔父逹)に懐く敬愛と信頼に私は感動しました。主
催の市川市文化振興財団の皆様と藤田 梨那さんへ、拝聴させ
て頂きました事に厚く御礼を申し上げます。

(佐藤 和子）
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シ
リ
ー
ズ

Myat Noeさん

わたしの母国、わたしの市川 (17) ミャンマー

（この訳文は筆者自身が書いたものです）
ミンガラパー。初めまして。私はノー（Noe）です。ミャンマーからまいりました。私

の母国、ミャンマーは東南アジアに位置し、さまざまな習慣がある国です。首都はネピ
ドーで、インド、中国、ラオス、タイ、バングラデシュなどが近隣諸国です。宗教は仏
教です。ミャンマーには夏、梅雨、冬という三つの季節があります。ミャンマーの一番
高い山は「カガボラジー」で高さ5881メートルです。 私の母国ミャンマーについて伝
統的な人形のことを紹介したいと思います。 ピッタインダウン(左絵)はミャンマーの伝

統的なダルマです。意味はピッ＝投げる 、タイン＝度に、ダウン＝立つ、
「投げるたびに立ってくれる」という意味があります。子供が泣くとき、
ピッタインダウンを投げてあげると、揺れながらも転ばずにたってくれる
のを見て泣き止む子供が沢山いるようです。ピッタインダウンはミャンマー
では、子供のころから大人になるまで誰からも可愛がられる笑顔のオモチャ
です。サイズや素材によって値段が違いますが、誰でも購入できるように
安く売られています。ピッタインダウンは、ただ子供のためのオモチャで
はなくて、いくら投げられても、揺すられながら最後に笑顔で立つピッタ
インダウンのように、いくら不幸な
ことがあっても、最後に笑顔で立つ
のが大事ということを教えてくれる

オモチャです。ピッタインダウンはそのような様々な理由で、いつまで経って
もミャンマー人の私たちのため心の力になります。 卵型をした紙製のボディー
に色を塗り、顔は手描きして作られています。額一つ一つ同じではありません。
手づくりのぬくもりを感じるものです。ピッタインダウンは通常、赤と白を組
み合わせです。
敬虔な仏教徒の国ミャンマーには、様々な都市に仏教施設やパゴダがあり、

毎日多くの人々が参拝しています。第一の都市ヤンゴンや古都バガンなどへは、
日本からも多くの観光客が訪れています。チャンスがあったらミャンマーに遊
びに来てくださいね。
2018年4月に来日して、今日本で2年目の生活を送っています。現在市川市

行徳駅の近くに住んでいます。駅の周りに買い物できるスーパーや八百屋など
あって便利です。外国人や日本人と友達になりたいので、IIAに参加させていた
だきました。9月22日にIIA通翻バスツアーに参加し、楽しい一日でした。

ティンミャノー



IIAニュースNo.748

在住外国人と日本人が一つテーブルに集まり、皆さん
が日ごろから関心を持っている、教育・保育、住居、
医療、防災、仕事、生活・日本語などについてじっく
り話しませんか。きっと普段から疑問に思っているこ
とがよくわかり、言いたくてもなかなか言えないこと
を聞いてもらえると思います。

プロローグ：IIA委員会紹介
第1部：パネルディスカッション：教育・保育、住居、
医療、防災、仕事、生活・日本語について代表による
トーク。各テーマごとに分かれディスカッション。
第2部：交流会：演奏を楽しみ、一緒に歌を歌おう
日時： 3月20日（金・祝） 13:00～15:30
問合せ： IIA事務局 Phone: 047-332-0100

emai: info@iia21.jp

国際交流シンポジウム

ドイツデイ （協力）

毎年恒例の市川市主催のドイツの食、音楽、文化に年
齢を問わず楽しめるイベントである「いちかわドイツディ
～オクトーバーフェスト2019～」が本年はニッケコル
トンプラザの広場で素晴らしい天気に恵まれた中で10月
5日（土）に開催されました。ドイツのイベントにちな
んでドイツソーセージ、ビール、パン、雑貨、ワインの

17店の出店テナントが店を連ねる中で、IIAのブースで
は子供たちが家か車のどちらかをダンボールで工作する
イベントを行いました。糊やハサミを使わないので、小
さいお子様にも安心して出来とても好評でした。昨年は
荒天で中止なりましたが本年は約18,000人もの来場者
がありました。 （廣田 祐策）

災害に備える

10月は災害が相次ぎ、特に台風15号は南房総地域に多大な被害をもたら
しました。
IIAはほぼ毎年災害時の対応について訓練をしていますが、実際に活動し

たことはありませんでした。しかし今回台風19号襲来時は、市からの「避
難指示」などが強制的にスマホに送信されてきました。IIAもHPに左の写真
のように、緊急情報を急きょアップしました。実際に避難した人もいます。
こういう時、我々ですら不安ですから、外国人はどのくらい不安だったこ
とでしょう。何人かに聞いてみました。
インドネシア・男性：台風15号の時、ここ末広は私が住むアパートの下

まで水が溜まってきたので、今度の台風19号は心配でした。市川市のWeb
-siteとNHKの英語の台風情報Siteが役立ちました。それと知り合いの日本
人が「不安だったらすぐに避難しなさい」と言ってくれたので、いち早く
明るいうちに支所にある避難所に行きました。近所のスーパーでは食品、
特にパンが不足していましたが、そこでは十分な飲料とパンが支給されて
いました。当初は避難している人は少なかったけど、夜には増えてきまし
た。すべてがよくコントロールされていて、市川市にお礼を言います。
コンゴ・主婦：幼稚園児と小学生２人は休日になりましたので自宅で安

心してすごしました。大雨が止んだのでスーパーに買い物に行ったが、必
要な買い出し品が無かった。備蓄が大事と感じました。
今後の我々の災害時訓練に一石を投じられればと思います。

（広報委員長 篠原 剛）

新入会員（2019年9月～2019年10月）

ウエダビジネス株式会社 市川市八幡2-13-19 Phone: 047-334-5684

氏名（ふりがな）①国籍（日本以外） 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

村山 陽子（むらやま ようこ）③異
Nguyen Mai Anh（ぐえん まい あいん）①ベトナム ②ベ
トナム語③異、外
野口 直己 (のぐち なおみ) ③メ
Fujimoto Marivic（ふじもと まりびっく）①フィリピン
②フィリピノ語 ③異、外
田中 和子（たなか かずこ））③日、通、異

大野 亘児（おおの わたる）②日本語、ドイツ語、英語③ロ
宗形 典子（むなかた のりこ）②フランス語、英語 ③日、通
許 卓 (きょ たく) ①中国 ②中国語、日本語、英語
③楽、ホ、日、異、外
田中 美恵子（たなか みえこ）②スペイン語、インドネシア
語 ③メ、通
野上 久美（のがみ くみ）③日、異

法人会員

個人会員
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イ ベ ン ト 情 報 1月～3月

◆中国語勉強会 (通訳・翻訳委員会)
日時： 1月12日（日） 10:00～11:30

3月8日 （日） 10:00～11:30
場所： IIA事務所
参加費： 無料
連絡先： 仙田 明子 email: akiko925@nifty.com

◆マイブーム料理 (バディーズ)
日時： 3月6日（金） 10:00～13:00
場所： 市川駅南公民館 調理室
参加費： 未定
連絡先： 山本 純子 Phone: 047-332-6570

◆ビーズワーク (バディーズ)
日時： 2月7日（金） 10:00～12:00
場所： 市川駅南公民館
参加費：未定
連絡先：山本 純子 Phone: 047-332-6570

◆講演会「フランスでの生活」とランチ会（イッシー市委
員会）
日時： 1月25日(土） 10:00～12:00（開場9:30)
場所： 全日警ホール会議室1
講師： 北山 浩士氏（文科省総合教育政策局教育改革・
国際課長）
参加費： 500円
定員： 30人（締め切りは1月18日）
申込み： IIA事務所 Fax: 047-332-0101

◆英語グループ勉強会 (通訳・翻訳委員会)

日時： 1月11日（土） 10:00～12:00
2月8日（土） 10:00～12:00
3月14日（土） 10:00～12:00

場所： 全日警ホール （場所が変更になることあり)
問合せ： 傳谷 英 email:eidenya@jcom.zaq.ne.jp

◆委員長講演とアンクルン演奏 （メダン市委員会）
日時：2月29日 (土) 14:00～16:00
場所：市川公民館 視聴覚室
講師・演奏者 ①メダン市委員会委員長 小林 裕氏

②千葉インドネシアソサイアティ
演題・演目 ①「空を飛ぶ」～パイロットの世界～

②アンクルン演奏
参加費 無料
問合せ 青野 雅子 Phone: 090-2933-3540
小林裕氏のパイロット時代の経験談、そして竹が醸し出す
清らかで、風情のあるインドネシアの音色を是非皆さんで
お楽しみください

◆中国語サロン (楽山市委員会)
日時： 1月14日（火） 14:00～16:00

2月18日（火） 14:00～16:00
3月10日（火） 時間、場所未定

場所： ボランティア・NPO活動センター3階
連絡先： 逸見 総一郎 Phone: 047-333-7412

◆中華街春節見学と新年会（予定） (楽山市委員会)
日時： 2月1日（土） 11:00 市川駅集合
目的地： 横浜中華街
連絡先： 逸見 総一郎 Phone: 047-333-7412

◆ドイツ語講座 (ローゼンハイム市委員会)
日時： 2月2日（火） 10:00～12:30

3月1日（火） 10:00～12:30
場所： 中央公民館第3
参加費：500円
問合せ：廣田 祐策 email: hirota@jb3.so-net.ne.jp

◆新年会 (バディーズ)
日時： 1月10日（金） 10:00～12:00
場所： 市川駅南公民館
参加費： 500円
連絡先： 山本 純子 Phone: 047-332-6570

市川市在住外国人登録者数及び上位10カ国の人数 2019年10月31日現在 （ ）内は昨年同月数

①中国 6,868(6,488） ②ベトナム 1,611(1,513） ③フィリピン 1,519(1,502） ④韓国 1,505(1,507）
⑤ネパール 1,317(1,210） ⑥インド 609( 561） ⑦スリランカ 541( 664）⑧タイ 483( 472）
⑨台湾 419( 372） ⑩ミャンマー 339( 287）

総数107カ国17,747人（116カ国16,966 人） 市川市総人口数490,322人（487,662人）

◆第50回IVIS英語公開講座
テーマ：“Tackling the trash problem in Ichikawa,
Cleaning Up the Edogawa River”
「ゴミ問題に取組もう・江戸川をきれいに‼」
日時： 2月9日(日） 10:00～12:00（開場9:30)
場所： JR市川駅南口 市川行政サービスセンター内

アイ・リンクルーム3階
講演者：James Gibbs氏（グループ“Tokyo River Friends”
オ－ガナイザ－）

参加費：無料 予約不要
連絡先：山田 孝 Phone: 047-371-6607

◆一閑張りを楽しもう (ホームステイ、ビジット委員会）
日時： 1月30日 (木） 9:30～12:00
場所： 全日警ホール 会議室2
参加費： 200円
問合せ： 藤田 裕子 Phone: 090-5321-4389

◆アートWorkshop 「墨・彩絵」を楽しもう (ホームステイ、ビ
ジット委員会）
日時： 1月9日（木） 9：30～12:00
場所： 全日警ホール会議室1
参加費： 100円
連絡先： 藤田 裕子 Phone: 090-5321-4389



               I.I.A. News    No.74   December 19, 2019 

From the Editor: Following the recent increase in non-Japanese speaking IIA members, we 

have translated into English a summary of IIA News. 

 

P2. 

“Guidance for foreign students who wish to enter high school and their parents who lack 

knowledge of Japanese”.  

On October 19th, this guidance sponsored by Boso Multicultural Network was held at Gyotoku I & I 

Hall. A total of 35 groups of parents and children from 10 countries - China, Philippines, Pakistan, 

Thailand, Nepal, India, Brazil, Afghanistan, Peru and Japan participated in this event. .   

The purpose of this guidance is to orient the non-Japanese parents and students about the system 

of high school entrance examination and how to prepare for it.  

After hearing the detailed explanations, the participants seemed to be relaxed and confident to 

overcome the tough and rigorous procedures. 

 

“Japanese Teacher Training Course”（Japanese Language Committee） 

It was commenced on November 2. Let me explain the general training related to Japanese language 

classes. 

1. Japanese teacher training course (organized by International Policy Division, Ichikawa city, once a 

year) 

①Applicable to those who have not yet experienced teaching. However, those who already have 

experienced 

 teaching, but have never received a complete education may also qualify. 

② Held almost every Saturday from November to February. 

③ The lecturers are from the Association for Japanese-Language Teaching (AJALT) 

④ The teaching material is “Minna no Nihongo” , the most popular book in Japanese language 

classes 

⑤ This course is not merely for the purpose of studying, but a course to train future teachers to 

acquire expertise 

 in Japanese language classes" 

If you want to be a Japanese language instructor, we would like you to apply next year. 

2. Brush-up training (Japanese Language Class Committee plans, 2-3 times / year) 

Two types of training are held every year for the purpose of improving the skills of those who are 

already instructors 

① For teaching adult students  (Held on October 26 at I-link Tower) 

(2) For teaching children (Held in Gyotoku Kominkan on November 30) 

Practical training course based on current situation to teach Japanese language using original tools.  

Eng 1 IIA News74 



Sixteen instructors are exerting their efforts to understand the difficulties in teaching children and are 

learning how to deal with various problems that occur daily. 

 

“Impression that participated in Japanese Language Instructor Brush-up Training Course”  

（Japanese Language Committee） 

I attended a Japanese Language Instructors Training Course two years ago and started Japanese 

language volunteer teaching last spring, but I am still struggling. Every day, I really feel the difficulties 

of teaching the Japanese language that we, native Japanese easily understand. 

This training allowed every participant to ask questions which was a good opportunity to understand 

the grammatical characteristics and types of verbs and adverbs systematically. 

The distributed materials were easy to understand, and I wanted to use them for my future activities. 

The contents are specific and easy to follow.  

I hope there will be more opportunities to gain knowledge and learn methods that we can use in our 

classes. 

 

P3 

“Ichikawa Citizens visited Medan in commemoration of Sister City 30th Anniversary” (Medan 

City Committee) 

A group of sixteen citizens visited the cities of Medan and Jakarta, from November 6 to 11.  

During our stay in Medan and its suburbs, we visited Toba Lake (world's best caldera lake), and toured 

its traditional Batak family house, the king's grave, a museum, and the Japanese cemetery where 

Japanese soldiers, who fought in the Indonesian war of independence are buried. This visit was made 

possible through the efforts of Mr.Haruo Umeda. 

We exchanged courtesies with 12 members of Medan City Exchange Association at a lunch gathering. 

In the evening, we were invited by the Consulate General of Japan for dinner. We met many 

distinguished people and listened to the speeches of Consul General Ken Ishii and Mr. Musadado, 

acting mayor of Medan. Both gentlemen celebrated the 30th Anniversary and pledged to strengthen 

the friendship between the two cities. 

In Jakarta we visited the Indonesian Independence Monument (Monas) Square, which was crowded 

with many visitors, and then boarded the first Indonesian subway (MRT) , which was completed in 

April last year with the aid of Japan. On the departure day, we visited the National Museum of 

Indonesia and the historic sites in the Kota area. 

 

“Would you like to speak the Indonesian language?” (Medan City Committee) 

Prior to the departure of Ichikawa citizens’ group to Medan in commemoration of Sister-City 30th 

anniversary, an Indonesian language class was held on September 21, 28, and October 19. This class 

aimed to foster better understanding of the vibrant Republic of Indonesia not only for tour members 
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but also for those who are interested in Indonesia. Our teacher was Ms Icha Sakai from Malang, East 

Java, who works at the Embassy of Indonesia in Japan. 

A team of two people role-practiced the conversation that they are expected to use in Indonesia, such 

as “greetings and self-introduction”, “asking questions”, and “common expressions for shopping”. 

In Indonesian grammar, the present, past and future tenses are expressed by using words such as, 

tomorrow or yesterday. However, they have different greeting expressions for morning, midday, 

afternoon, evening and at night, so it’s difficult to use them properly. 

Also, we learned about the unit of currency (100 yen is 10,000 rupiah), and the Muslim custom of not 

eating pork and not drinking alcoholic beverages.  

We hope this lesson at the class would be effective during our stay in Indonesia. 

 

“Chinese Cooking Class”  (Leshan City Committee, Foreign Residents Committee)   

This was held last November 10 at Danjo Kyodo Sankaku Center. Instructors are members of Foreign 

Residents Committee, Ms. Suzuki, Ms. Takamatsu and Ms. Tajima, who demonstrated how to cook 

the four popular Yum Cha (Dim sum) dishes such as, radish rice cake, tofu skin salad, shrimp spring 

roll and almond jelly.  

After struggling for about 3 hours to cook, we finally made 4 kinds of foods. We all think they were 

delicious, especially because we had a hard time in cooking them. Moreover, we enjoyed chatting 

very much and ended the class with a great satisfaction. 

 

P4 

“Citizens’ Delegation visited Rosenheim”  (Rosenheim City Committee) 

The delegation departed from Narita Airport at 8 am on October 22nd and arrived in Rosenheim on 

the 23rd, after an overnight stay in Munich. We were happy to meet upon our arrival, Mr. Klarissa and 

Mr. Krombholz, who have been in Ichikawa before and were familiar with us. Mr. Michael Keneder, 

Director of Social Dept. of Rosenheim City accompanied us to the Girls’ school Realschule for 

Maedchenand where we met students who have stayed with host families in Ichikawa before. When 

we asked them about their impressions of Ichikawa City, they mentioned that Ichikawa has less 

greenery and the length of one school lesson is long. What they have enjoyed the most in Ichikawa 

were meeting friends and having fun at Disneyland. The principal pointed out the differences in the 

educational system between Germany and Japan. The cost of education in public school is a lesser 

burden to households. The teacher gives a lot of homework and moving up to the next year or level 

in school is decided based on students’ grade or performance. This results in having differences in 

ages among students in a class. They also paid a visit to City Hall Mayor Gabriele Bauer. She and 

Mayor Murakoshi of Ichikawa City, exchanged greetings and enjoyed dancing in their native costumes 

and singing Beethoven's Ninth Symphony during a ceremony. They returned safely to Japan on the 

28th with pleasant memories of this trip and the experience of a great team work with members. 
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“The International Food and Market” （Cross Cultural Exchange Committee, Foreign 

Residents Committee） 

The 17th Yawata Town Festival (Yawata Machi Kaiyuten) was held on September 29 in Yawata area. 

It was the 5th time for us to participate in this event at Keiyo Gas Showroom, and now it is gaining 

popularity in serving  ethnic cuisine to visitors. 

Our members from various countries cooked the following dishes : Korean foods (Chizimi, Toppogi 

and Japchae); Peruan food (Escabeche) and Vietnamese dessert (Chae). All of them were so 

delicious and well-received by the visitors.  

We also set-up some stalls that sells ethnic products from Mexico, Chile and Philippines, near the 

entrance of the showroom where many passersby stopped and showed interest in them.   

Exhibitors and volunteer staff enjoyed very much the exchanges with the citizens. 

 

“Gyotoku Festival Eve Event”  

On October 26, I joined the Gyotoku Festival Eve event which was held before the main event the 

following day. Gyotoku is known as a Mikoshi Town and the organizers wanted to invite as many 

foreigners to experience the carrying of Mikoshi (portable shrine) and help them understand its 

tradition and the Japanese culture as well. About 25 foreigners from various groups participated. Our 

group gathered at Myoden Station at 3 pm and were guided to Nakadai Mikoshi Factory and Museum. 

At the museum, we saw an amazing exhibit of portable shrines and watched a video on the history of 

the factory and the making of Mikoshi. Then, we moved to the adjacent workshop and observed the 

elaborate craftsmanship and skills in creating a Mikoshi. After watching all the exhibits, we left the 

museum and walked towards Gyotoku Ekimae Park where the preparation for the festival was 

ongoing and where we experienced carrying the Mikoshi, which really excited us. At the park, the 

committee prepared a sumptuous dinner, sake, and other drinks, and had a great time talking with all 

the participants. We left the place around 8 pm. Unfortunately, I could not join the next day’s festival 

but I had a great opportunity to learn about the Mikoshi and meet many wonderful people. 

 

P5 

“Training Bus Tour for Choshi”  ( iTC: Interpretation and Translation Committee) 

The bus tour for Choshi departed at 9 am on October 22 from Ichikawa with 20 friends. iTC intends 

to get to know each other well in the organization, so when we boarded the bus, we started to 

introduce ourselves in detail. Then our training began by learning the history of Choshi area. 

Historically, the Tone River and Edo River merged downstream and flowed into Tokyo Bay 2000 years 

ago. The Tone River was switched to the direction of the current Choshi area to avoid flooding 

downtown Tokyo in the 17th century. Choshi transported soy sauce to Edo through Gyotoku using the 

Tone and Edo River as a canal.  

In the middle of our training, we arrived in Choshi and stopped at a restaurant where we had 

delectable fish dishes served in a bowl of rice topped with sashimi or deep-fried seafood. After our 
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sumptuous lunch, some of us went up to the top of nearby light house, which offered a magnificent 

panoramic view. Then, we proceeded to our next destination, the Higeta Soy Sauce Factory. Though 

It was closed on weekends, we were still able to enjoy the scenery of the factory through VR, showing 

a realistic view inside the factory.  

On the way back to Ichikawa, we were given quizzes based on the facts we had learned from this trip. 

It was a  day of training and learning. 

 

“Bus hike to Choshi”  (Cross Cultural Exchange Committee, Foreign Residents Committee) 

The bus departed on a rainy morning on November 24 from Ichikawa, but as soon as we arrived in 

Choshi, the rain stopped miraculously and sky cleared up. We went up the 99-step spiral staircase 

named after Kujukuri (99) Beach and arrived at the observation deck of Inubozaki Lighthouse. The 

view from the lighthouse was amazing!  We enjoyed watching huge waves crashing on the shore of 

the beautiful blue Pacific Ocean. Then, we stopped by for a shopping spree of fish products at Wosse 

21, where we bought plenty of delicious side dishes such as, fresh fish and processed seafood. Our 

last stop was a visit to Yamasa Soy Sauce Factory. Unfortunately, we couldn't enter the factory on a 

Sunday, but we were able to watch a video of soy sauce production. Moreover, we could experience 

baking homemade rice crackers and tried the popular soy sauce soft ice cream. 

It was a day of forming deep connections and all the 34 people became one large family. 

 

“Halloween Party”  (Foreign Residents Committee) 

Once again, this year, we organized a Halloween Party at Kinro Fukushi Kaikan on October 20. In 

order to make the participants enjoy the event more, we prepared lunch, exciting games and spooky 

costumes to wear. Everyone was thrilled by the handmade ring toss game which we prepared 

strenuously. We also had the Fun-costume fashion show where parents and children wore many 

unique and scary costumes. Above all, the talk show by the participants was the most popular part of 

the event.  

The Halloween party this year was over, and we can't wait for next year's party. 

 

P6 

Lecture Meeting "Kennedy - Myths and Reality"  (Gardena City Committee) 

We had a lecture on November 22 at Zen Nikkei Hall with approximately 30 participants. This time, 

we invited Mr Hiroshi Tsuchida, an American political scientist, prominent in Kennedy studies, to talk 

about the story of "Kennedy's Myths and Reality." 

Some elements of Kennedy's mythology include his sudden death at the peak of his popularity as 

president, how he barely escaped death from a boat collision with a Japanese destroyer while serving 

in the Navy, his numerous political achievements, and charisma that comes from his rich human 

nature.  
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On the other hand, there is a real image that Kennedy had struggled hard to overcome difficulties. 

John grew up as an "unexpected second son" while his father's expectations were concentrated on 

his elder brother. However, due to the sudden death of his brother during the war, the father’s 

expectation shifted to John, and his father's strong support led him to enter the Harvard University, to 

join the army, to win the seat of House of Representatives, and to eventually become Senator and 

President. The difficulty was in John's illness since childhood. He suffered from chronic stomach pain, 

abdominal pain, and diarrhea. Although he was treated with a new medicine steroid and recovered 

temporarily, he had suffered from osteoporosis as a major side effect, and from back pain. Even after 

becoming the 35th president in the 1960 presidential election, he received various backlashes on 

matters such as, conservatism, anti-Ireland sentiments, and anti-Catholic sentiments. Under such 

circumstances, the diplomacy and domestic affairs went like a tightrope in the Cold War tension with 

the Soviet Union and the growing civil rights movement. 

Overcoming the difficulties and becoming a mythical president are his own strong beliefs - 

“War must never be waged”, “An error is an error, and if you believe in the right thing it should not be 

bent”, “The notion that all human beings are equal”, A strong belief towards an ideal society that is, "a 

peaceful America, and a peaceful world where everyone is recognized as the same person."   

This lecture gave us the opportunity to reaffirm the greatness of Kennedy and the occasion where we 

can sympathize with a fellow human being. 

 

Impression after hearing the lecture “Kaku Matsu Jaku and Ichikawa”  (Leshan City 

Committee) 

On October 26, the commemorative lecture of 15th Anniversary of Kaku Matsu Jaku (Guo Moruo) 

Memorial Hall was held at Yoshizawa Garden Gallery. 

The lecturer, Ms. Lina Fujita (Guo Moruo’s granddaughter) began her speech by mentioning that her 

grandfather was known as a politician, but he worked as a poet, calligrapher and archaeologist in his 

second home, Ichikawa. He published poems such as, “Oukashokan (Cherry blossom letter)” and 

“Megami (Goddess)” and left many valuable archaeological research documents.  

She also narrated many stories which Guo Moruo and his Japanese wife, Tomi Sato experienced in 

Ichikawa. These were sometimes hard and painful experiences but they also had love and joy which 

came from warm bonds with Japanese people. 

Ms Rina Fujita concluded that Guo Moruo initiated friendly relations between Japan and China. 

P8 

“Symposium-Cross Cultural Communication” 

IIA is organizing a Symposium with its theme, “Making Ichikawa a better place to live” on March 20. 

Non-Japanese panelists will share their opinion about their problems and inconveniences they 

struggle with in daily life. Then, a separate discussion with participants in each table will be conducted 

by the panelists with the following topics - education & childcare, housing, medical care, disaster 

prevention, work, and life & language.  
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You can join the discussion according to your topic of interest. 

The program is as follows: 

Prologue: IIA Committee Introduction 

Part 1: Panel Discussion: Talks by representatives on topics and a separate discussions. 

Part 2: Fun Time: Enjoy chat, listening music and singing together. 

Date: March 20th (Friday / Holiday) 13: 00-15: 30 

Inquiries: IIA Office  Phone: 047-332-0100  Email: info@iia21.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ichikawa German Day - Oktoberfest 2019 

It was held on October 5th , with beautiful weather at Nikke Colton Plaza. There were 17 booths for 

selling typical German foods and items such as, sausages, beer, bread, wine and other products. IIA 

also had a booth that exhibited our activities to the public and a craft-making activity for the children 

where they were asked to choose between making a house or a car out of a cardboard without using 

glue or scissors. Approximately 18,000 people came to this event. 

 

“Preparation for a Disaster” 

There were many disasters in October this year, especially Typhoon #15 caused extreme damages 

to the southern area of Chiba. IIA offers training on disaster preparedness almost every year, but has 

never actually employed it. However, when Typhoon #19 hit this time, evacuation instructions from 

the city were automatically sent to our smartphones. IIA also urgently uploaded emergency 

information to our HP as shown in the l picture.  

It is the time to think deeply about evacuation measures during disaster and put into use our training.  

The following are some comments collected from families who actually experienced evacuation.  

Male, Indonesia:  “At the time of Typhoon #15, I was so afraid to see the water rising to our apartment, 

so I was worried about Typhoon No.19. Thankfully, Ichikawa City's Web-site and NHK's English 

typhoon information site were helpful. Also, a Japanese friend of mine suggested that we evacuate 

as soon as I got worried, so I went quickly to the evacuation center located in the branch office. There 

were enough drinks and bread at the shelter. At first, few people were evacuated, but it  

increased later at night. Everything was well controlled and I thank Ichikawa City. My family was 

so relieved! 
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