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新方針・新体制で
力を合わせ 活発な活動を

総会が無事終了し、平成30年度が本格的にスタートし
ました。
本年度はガーデナ市、楽山市に青少年を派遣し、メダン
市からは青少年が来市、ホームステイをして日本の文化、
生活を体験してもらいます。世界の料理を子どもたちに味
わってもらいながら、多文化を勉強してもらおうというシェフ先
生も最終年の3年目に突入。

在住外国人に日本の良さ、歴史を楽しく勉強してもらお
うと、委員会が催行するバスツアー、そして日本語を充実し
て勉強してもらえるようにと、昨年度に引き続き日本語ボラ
ンティア講師養成講座も開講します。すでに100人を超す
講師がボランティアで市内各所で日本語を教えています。
会員の皆様が少しでもこれらの活動に参加し、交流活
動を活発にして頂きたいと願っています。
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平成30年度IIA総会開催
事業計画・予算案などを可決
事業は、ガーデナ市、 楽山市への市川青少年代表団の派遣、 メダン
市からの青少年代表団の受け入れ、継続事業であるシェフ先生、日
本語ボランティア講師養成講座などがあります。
総会報告：健全財政へむけて
予算案は、収入・支出とも、22,556,092円を計上、これは前年度
司会者、西依 章郎日本語教
予算に対してお よそ107％の 規
室委員会委員長の開会宣言によ
模です。
り、平成30年度のIIA総会の幕
1号議案、2号議案につき、 出
が開きました。事務局より、出席
席者からいくつかの 質問がありま
者110名、委任状提出166名、
した。主に、 余剰金が 増えた こと
合わせて276名となり当会が成立
による市の 補助金へ の影響、 平
したことが報告されました。
成30年度の経費規模が大きい
こと、 市の 委託事業の 収支など
会長挨拶
です。 いずれも平成29年度から
本日は多数の会員の出席をい
の予算編成の 変更にかかわるも
た だき感謝します。 IIA の事務所
の で 、 平 成3 1年 度予算 で は、
を移転し、1年以上が 経過しまし
実績を 踏まえて より精度の 高い
た。当初心配していた自主運営も
予算編成を目指すことで了承さ
3名の事務局員、会員の手助け
れました。
報告に真剣に聞き入る参加者
で乗り越えることができ、29年度
以上により議決を求め、 １号
は黒字決算を行うことが出来ました。法人、個人会員各位の協力に感
議案、2号議案は承認され ました。
謝いたします。
今年度は、ガーデナ市、楽山市への青少年代表団派遣、メダン市か
第3号議案 「規約の改定」
らの青少年代表団受け入れを市の委託事業として行います。楽山市
篠原広報委員会委員長より改定の経緯、主な変更点について説明
へは過去2回中止となっていたので、今回7名の 派遣生が決まったこと、 されました。IIAの規約は何度か部分的な改定をされてきていますが、
大変うれ しく思っております。今回から、随行員として学生会から1名、
現在のIIAの活動実態に合わせ、より明確な表現とするなどのために、
それ ぞれ につけることとしました。同年代が貴重な体験を分かち合える
全面的な再検討をすべ く昨年9月にプロジェクトを立ち上げ、 委員長
ものと期待しています。
会議で も議論してきました。 その結果、改定案をこの総会へ提議する
市川には多くの外国籍の方々が暮らしており、ともに学び、 互いに理
こととなったもの です。変更点は、会の 目的を現状に合わせてシンプル
解して、楽しく生活できるようIIAとして努力していきたいと思っています。 に表現、部会を廃し、会長直結の委員会が主たる組織とした、バディー
その意味で、外国人委員会は、外国人主体の他にはないユニークな
ズ、IVIS(市川ボランティア通訳の会）を協力団体と位置づけた、役
委員会で あり、 大いに機能を発揮していただく よう期待しています。本
員の範囲を変更し、副会長は1名以上とし、各委員会は委員長のみ
日の交流会では外国人委員会を中心にダンスを披露してくれ るそうな
役員とし、従来役員であった委員は範囲外とした、委員長会議は今後
ので楽しみにしています。その他、防災や大学等との提携など、多方面
役員会議となる、監事の役割を会計監査のみでなく事業運営の執行
に事業の可能性を追求していきたいと考えています。
状況についても監査し、必要に応じて役員会に助言することを加えた、
本日の総会の内容をしっかりと理解して、会員の皆様の今後のご活
総会の成立を会員の過半数の出席（委任状を含む）とした、情報管
躍を期待いたします。
理、議事録の作成・保管・開示を新たに加えたこと等です。
以上の説明を受け議決を求め、3号議案は承認されました。
第１号議案 「平成29年度事業報告及び決算」
永長事務局長より、出席者へ配布した総会資料に基づき、 協会自
第4号議案 「役員の選任（案）」
主事業・共催事業、 市の委託事業、後援・協力事業に分けて、主な
当期は役員改選時期ではないので、前任者の退任に伴う新役員の
実施事業の報告がありました。今年度からの特徴として、市の委託事
発表と承認が行われました。新役員は、副会長 生田 邦彦、ホーム
業という枠組みが成立し、委託・受託契約に基づきIIAが市と協働して
ステイ・ビジット委員会委員長、藤田 裕子、通訳・翻訳委員会委員
行う事業として位置づけられ たことがあります。
長、長澤 洋美の各氏です。
決算は、収入20,720,583円、支出16,500,491円で差し引き
以上の発表を受け議決を求め、4号議案は承認されました。
残額は、4,220,092円（前年度繰越金1,119,000円を含む）と
なりました。余剰金が大きくなったのは、市の委託事業による収入が大
感謝状贈呈
きな要因となっているからです。続いて、春名監事から監査の結果、決
退任された、通訳・翻訳委員会委員長 大内 圭二氏、ホームステ
算計数、経理処理は、正確かつ適正であると認められたと監査報告さ
イ・ビジ ット委員会委員長 福永 由繁氏の貢献をたたえ、 成田会長
れました。
から感謝状と記念品の贈呈、また学生会会員より花束の贈呈があり
市川市国際交流協会（IIA）平成30年度総会は5月20日午後
1時から、市川市文化会館地階「ローズルーム」で開催されました。

ました。

（広報委員

山本 怜）

第2号議案 「平成30年度事業計画（案）及び予算（案）」
平成30年度も多くの事業が計画されており、その中で市からの委託
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最後に「 市川を東京に負け ない都市にする」というモットー のもと、市
の国際交流事業にIIAの一層の力をお借りしたい、 市としてもIIAの活
動を支援していくので今後も密接な関係を保って進んでいきましょうと、
うれしい言葉をいただきました。
(広報委員 山本 怜）

村越祐民・新市長、交流都市の多様化を語る

次いで第2部は4月の選挙で当選され 、市川市長になられた村越
祐民氏をお 迎えし講演会を開催しました。 着任間もないご多忙の中、
講演をお引き受けいただいた市長に感謝申し上げます。
冒頭のご挨拶に続き、この日お話しいただく内容について、衆議院議
員等で過去に経験され た海外諸国の国際交流プログラムを紹介し、国
際交流についての考え方を示したいと発言され ました。
外務大臣政務官在職中に、世界各国を訪れ、得た教訓として「他人
の目をとおして物事を見る重要性」をあげました。 例えば、尖閣諸島問
題も中国の目で日本海の地図を見れば、中国の海洋進出にとって尖
閣諸島がいかに重要かということがわかる。ラトビアの元外務大臣と話す
機会があった時、「日本は北方領土問題で頑張って欲しい」 と言われ た。
常にロシアの脅威にさらされ てい るラトビアの 目をとおして見れば、遠い
日本の領土問題にも関心が強いことがわかる、などです。日本からの一
方通行の見方ではなく、他方の見方を知ることにより様々な事象が見え
てくるというものです。
具体的な3つのプログラムを紹介しました。①EUVP (European
Union Visitors Programme) EU主催、②ILP (International
Leaders Programme) 英国主催、③IVLP (International
Visitor Leadership Program) 米国主催です。招待人数、期間、
費用負担、プログラムはそれ ぞれ 異なるものの、 自国（地域）外から
若いリーダーを招き、自国を知ってもらうと同時に、意見交換の場とし、
他人の見方を知り、終了後もネットワークを利用しようというものです。
この中では、英国のILPが、待遇、アテンドする人の質、終了後のフォロー
アップなどで優れ ており、英国の考え抜かれ た戦略によるプログラムと感
じたそうです。
これを受けて、市川市の国際交流については、「積極的に進めていき
たい」を基本に、提携都市については、格上の都市（姉と慕えるような）
との提携を考えていきたい。例えば、大阪との姉妹都市提携が危うくなっ
ているサンフランシスコと提携出来たらという夢を持っている。また、市内
の先端的な企業の海外進出をJICAやJETROの協力も得て支援して
いく、市内在住の外国籍の人たちとタウンミーティングを行うなどを考えて
いる。

交流会：アトラクションの出演者は、まさに多国籍
井上副会長が司会、 笹本顧問の乾杯発声で始まりました。 総会出
席者の 殆どが参加し、多彩なアトラクショ ンと共に、ビュ ッフェスタイルの
食事を楽しみました。（写真右上）
成田会長のあいさつに続き、お楽しみの1番手、フィリピン国籍6人編
成の「ピノイ・ロンダリャ」（写真右中）が日・比・仏・メキシコなどの歌を
メドレーで演奏、会場がフェスタ気分に。
次いでステージに現れ たのは、台湾の民族衣装に身を包んだ女性6
人でした。よく見ればいずれも○○委員会委員長など５ヵ国籍からなる、
そうそうたる顔ぶれ でした（写真右下）いつ、どこで習ったのか、台湾の
舞踊と日本の「星降る街角」の2曲を、実に精力的に、そしてほぼ正確
に踊り切り、観衆はスタンディングオベーション。
そして午後４時半過ぎ、生田副会長の発案による「倍速３本締め」
でお開きとなりました。
（広報委員 乙幡 健次）

国際交流課新体制
国際交流課に新たに異動になった方々（敬称略）
鈴木 久美子（くみこ）
福井 輝（てる）

主幹
主任

小池 智之（ともゆき）

主任

課内マネージメント
WEB、外国人相談窓口、交際交流協会関係、国際交流団体関係、日本語ボランティア教室、
シェフ先生、災害協定関係、メダン市、イッシー・レ・ムリノー市
通訳、翻訳依頼、シェフ先生、多言語電子メール配信、ガーデナ市、ローゼンハイム市、その他都市関係
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新任役員の抱負
副会長 生田

邦彦

通訳・翻訳委員会 委員長 長澤 洋美

この度、市川市国際交
流協会の 副会長に就任し
ました生田です。
市川市、 船橋市で 保育
園 を経営 する傍 ら、 多少
ボランティア活動に携わって
は来ましたが、私の経験を
遙かに上回る、経験豊かな多くの協会会員の
皆様が、 様々な事業を実現してこられ た姿を
前にして驚きとともに、敬意と感謝を申し上げ
たいと思います。私と致しましては、 早く皆様と
同じ次元に到達できるよう目指し、 市川市国
際交流協会の発展と会員の皆様が、より良い
活動が出来ますよう微力では有りますが応援
させて頂きますので宜しくお願いいたします。

長年IIAに貢献された大内さん
の後を 4月か ら引継ぎました 。私
事ですが、市川国際交流活動を
始め て28年--IVISやWING異
文化ＧやIIA設立に関与し、バディー
ズに携わり、 外国人相談窓口担
当も最古参となりました。 先輩の
教示に感謝しつつ、活動で得た友達は大切な宝物で
す。JICAの仕事でも国際理解の原点は人と人であ
ると実感しています。新生通翻委員会の 目標は、 人
が触れ合う、顔の見える活動をすること。通翻技術を
磨く 勉強会を充実させ、 依頼者・実施者・ 参加者が
喜び を感じながら国境を越えた優しい 出会いの 輪を
広げ ること。才気あ る役員の協力が心強く 、会員皆
で充実した活動を展開したいと願っています。

ホームステイ・ビジット委員会
委員長 藤田 裕子
委員 長も 代わりま
した の で 全体 会を 開
き会員間の親交を深
め たいと思い ます。 ま
た、 受け 入れ 家庭の
負担が 軽減 で きる よ
うな異文化理解のための 活動も行って
いきたいと思います。本年度は楽山市・
ガーデナ市への青少年代表団の派遣、
メダン市からの青少年の受け入れとい
う交流事業があ ります。 当委員会とし
ては、 それ らの 事業が円滑に行われ る
ように協力していきたいと思います。

会員相互の顔が見える・・を目指した第1回全体会 （通訳・翻訳委員会）
日本語と、英語に翻訳されたメー
ルを 1ヵ月２回配信し、 4月後
半以降は全て委員会内に設置
され るイチメール担当グループが
受け 持つと説明が あった。 (4)
各言語グル ー プ の 勉強会に つ
いて。 英語＝傳谷、 中国語＝
栗田、 ドイツ語＝杉原、 スペイ
ン語＝青木、がそれぞれ予定を発表。(5) 通翻委員会、 自主事業に
ついて次の提案があった。 各言語グループ単独で、またグループ間の研
修などについて。松戸市で実施している多言語音声ガイドが参考になる
と思われるので見学したい。また市に転入してきた外国人が登録する際
必要となる証明書などの翻訳を当委員会で請け負ってはどうか。
自由討議が行われた後、会議は閉会した。
続いてビンゴゲーム大会が行われ、出席者一同、数々の景品を手に、

平成30年度、通訳翻訳委員会の第1回全体会（茶話会）は4月
29日、 全日警ホールで25人が出席し、長澤 洋美・ 新委員長と新委
員のもとで開催。今年度の特徴は「茶話会」と銘打っているように、 会
員同士打ち解けるような雰囲気の中、通翻業務の一環として行政機
関に関係ない事務についても、在住外国人に必要な事項であれば取り
組む姿勢が見られました。 また、 閉会後にビンゴゲームを実施するなど
工夫の跡がうかがえる会合でした。
会議の概要は次の通り。
浅野 誠・新委員が司会者となり議事が進められた。
(1) 平成30年度通翻委員会の事業概要、(2) 通翻業務の作業フ
ローについて、長澤委員長が説明した。(1) では従来業務（行政機
関への通翻協力など）に加え、オリンピック関連への 積極参加、会員
相互の親睦を図る全体会を多く開催、自主イベントの 開催、 などが特
徴として挙げられ た。(2) では通訳・ 翻訳業務ごとに具体的な手順と、
新報酬基準（例:翻訳１頁＝￥1.000など）が示された。(3) イチメー
ル（多言語電子メール）について。傳谷・英語リー ダーから、やさしい

花見で全体会

笑顔で散会した。

（乙幡 健次）

(メダン市委員会)

４月１日、市川市の里見公園で、お花見を兼ねて全体会を開きま
した。今年の桜は、いつもの年に比べて開花が早く、当日まで残ってい
るか心配しましたが、日差しが眩しい暖かいお花見日和となりました。
30年以上メダン市委員会を支えてくださった方や、入会間もない方な
ど15名が集まり「メダン市委員会は、面白そうな事をしているので、入っ
てみました」とか「昨年11月の講演会『アラビア文化』を、さらに深く聞い
てみたい」等々、和気藹々（わきあいあい）のうちに話しが続いていき
ました。

30年度のスローガンは、「インドネシアの生活・文化に触れてみよう」
です。講演会、インドネシア料理教室、お茶会を継続しつつ、インドネシ
アに触れることができる事業や場所を開拓していくことを決めました。特
に８月、メダン市から青少年代表団が来市します。委員会の多くの皆
様で印象に残る思い出を創ってあげたいと考えております。
お花見の宴では、参加者手作りの品（おでん、稲荷寿司、肉料理、
果物、お饅頭など）と、差入れ の飲み物でおおいに盛り上がりました。
御参加の皆様に心からお礼申し上げます。
（青野 雅子）

第１回茶話会と全体会 （外国人委員会）
この日から外国人委員会30年度の活動がスタート。6月3日午後
1時、時間通りにみんなが来ました、今回は中央公民館を利用しま
したので、中央公民館は市川市の文化遺産に指定されているらしい、
外国人の私達にとって先ず一回り見学しました、そして、外国人委員
会らしく外国のお土産をたべながら、昨年の良かったところと足りなかっ
たところを話しました。また、これから外国人委員会は外国人の為に
もっと役に立つことに活動を広げていくことを議論しました。

いろいろな話をしている
内に時間が経ちました。
皆が共通の日本語を使っ
てよく喋りました。まだ話し
たいことがいっぱいあるの
に、次回の茶話会で喋り
ましょう。（鈴木 迎慶）
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防災訓練 （IIA)
あの東日本大震災から7年目の3月11日9時、防災を率先すべき
委員長会のメンバーがその意義を再認識しようと大洲防災公園に集
まりました。この公園、通常は一見何の変哲もありませんが、ひとたび
災害が発生すると大変な機能を持っているのです。まずはその紹介か
ら始まりました。マンホールがたく さん並んでいるところがあります。ふた
を取り（写真上）テントをかけると多数の簡易トイレが出来上がりま
す。木の下にある見えない貯水タンク。避難者1万人に3日間の水を
確保しています。屋根の構造だけがあるプラットホームのような一角。
ここは災害時布製の屋根を張って、トラックが横付けでき、救援物資
を容易に積み下ろしできます。ベンチの下は火を焚いて炊事場に変身
します。
その後センターの2階で危機管理課麻生課長による防災セミナー。
市川市の各地域の防災マップが作られ 、それ を中心に災害発生時の
対処法を勉強しました。
外ではちょうどNHK FM 千葉がライブで震災時の交流協会の対応
について取材に来ていました。震災発生時に協会は何をしますかという
質問に成田会長は「協会は避難所に通訳を派遣し、外国人にも不自

由が ないようにします（写真中）」 一方防災訓練に参加した感想を
聞かれた田中アイアン委員長は「地震の
ない国から来た人にとっては有意義な経
験でした」 と話していました。そして集まっ
た3 0人の 外国人の方々と一緒に防災
訓練。消火器で板に描かれた火を消し、
煙中避難をし、 段ボールで簡易トイレを
作り、そして発電機を回しての照明。
最後はIIAの 女性陣が朝からずっと鍋
につきっきりで 、一生懸命作った、どの宗
教の人にも食べられ る鶏中心の炊き出
しをふるまいました（写真下）。災害時
にもこんなお いしい食事が とれ れ ばい い
なと、一同舌鼓を打ってい ました。これ か
らも皆さんと協力して防災活動を強力に
進めていかなけ ればならないと再認識し
た1日でした。（広報委員長 篠原 剛）

劇団「en塾」東京公演鑑賞会

ジャカルタ在住で、長きにわたる日本
語教師の甲斐切 清子（かいきり す
が こ）氏が、 脚本・ 演出・ 作詞を手が
けています。 団員の 日本語はきれ いで
わか りやすく 丁寧な言い 回しで す。 礼
儀正しい男性、しおらしい女性と、現代
の日本人より日本人らしいインドネシ
劇団の方々と
アの若者に驚きました。
第2部は若さが爆発したかのように、「ダンシング・インドネシア」の曲で
団員たちは歌い踊りまくりました。若者のエネルギーをいっぱいもらい、中
には立ち上がって踊りだす観客もいました。
最後は「メラプテイ」｢桜よ～大好きな日本～｣の歌でしめくくられました。
（青野 雅子）

インドネシアの学生たちで構成され る劇団「en塾」の日本語ミュージ
カル「殿様の宴」を観に行きました。en塾のenは｢緣｣あって集まったイン
ドネシアの若者たちが手に手を取り合い「円」となって協力し合い、半熟
から「円熟」を目指して頑張ることを意味します。
全員日本が大好きな若者ばか りです。 社会性を身につけ るため 、運
営の全てを団員が行い、スポンサー探し、リーフレット作り、鬘（カツラ）
作りまで自分達でします。今回の演目は｢殿様の宴｣で、歌の下手な気
弱な若殿が家出をし、 芝居小屋に紛れ 込み 、長唄の修行をしながら、
家族や世の在り方を学んでいく物語です。
若殿に対する大殿の愛、息子（座長）に対する母親の家族愛の美
しさに感銘しました。芝居小屋で演じていた歌舞伎、長唄、三味線、玉
すだれ 、かっぽれなどの古典芸能を、インドネシアの若者は見事に演じて
いました。

講演会「カリフォルニアのワイン王

（メダン市委員会）

薩摩藩士・長沢 鼎」 （ガーデナ市委員会）
の毎日でしたが、６人は武士らしく
黙々と日課をこなしたということです。
しかし、１年後には、長沢を残す５
人が帰国します。その５人の中には、
後に文部大臣になる森 有礼もい
ました。長沢も帰国を希望しました
が、時期尚早と言われ米国での
前列右が長沢
永住を決意します。
出典：薩摩藩英国留学生記念館HP
長沢23歳のとき、コロニーはカリ
フォルニアに移るとともにワイン醸
造を本格的に始め、長沢はその責任者となります。その後、宗教コロニー
はスキャンダルもあり消滅化に向かいますが、ワイナリーは禁酒法時代も
乗り越え、ますます発展し、長沢はアメリカのワイン産業に大きな貢献を
することになります。死後、長沢の遺産は排日土地法などの法律によって
ほとんどを失いますが、彼の功績は、レーガン大統領が来日の際、長沢
を日米交流の祖と称えた通り、今でも多くの記念碑や書籍で米国市民
に伝えられています。
今回の講演で、私たちは、幕末の時代、新しい国づくりに燃える若者
が禁を破っても海外に赴いた使命感、そしてそれを後押した各藩の見識
の深さを再認識するとともに、のちに日本の政・官・財界の重鎮とな る
留学生たちと競うようにひとり異国の地で活躍した『時代の寵児・長沢鼎』
の存在を知ることができました。
（折笠 清介）

5月31日、全日警ホールで、上坂 昇氏（桜美林大学名誉教授）
による講演会が40名近い聴講者を集め開催されました。若年留学生
長沢 鼎（かなえ）の数奇な運命に加え、時代が重なる「西郷どん」の
史話や秘話の紹介や長沢のアメリカでの生活場所となる宗教コロニーの
解説など、講師のユーモアを交えながらの説明にみなさん熱心に耳を傾
けていました。講演は、昨年10月の北カリフォルニアの大規模な山火事
で、講師も訪ねたことのあるワイン王長沢の記念施設が焼失し貴重な
資料を失ったというトピックから始まりました。
幕末時代、欧米列強の日本への開国圧力が続く中、幕府や諸藩は
家臣を禁を犯して海外に送り世界情勢の把握と西洋文明の吸収に努め
ます。薩摩藩でも、開明的藩主島津 斉彬が小松 帯刀らに密航留学
を計画させ、斉彬を師と仰ぐ西郷も後年、妻愛加那との息子菊次郎を
アメリカへ留学させています。1865年、藩主となった久光は五代 友厚
の上申を受け、英国へ留学生を送ることになり（密航です）長沢 鼎
は最年少留学生（13歳）として選ばれ ます。 ２か月の航海で到着し
たロンドンで猛勉強した長沢たちでしたが、大政奉還で藩からの留学費
が滞ったため、多くは帰国を決意します。しかし、元在日英国外交官の
オリファントの勧めにより、1867年、長沢を含めた6人はアメリカNY州の
宗教コロニーに行くことになります。当時アメリカで数多く勃興した新興宗
教やユートピアの教理や思想についての講師の説明は大変具体的で興
味深いものでした。
新しいキリスト教を目指す長沢のコロニーでは厳しい規律と激しい労働
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花見De英会話 （IVIS)
「ハナ二アラシノタトヘモアルゾ」とある作家は詠ったが4月4日、
IVIS/More Talkの花見が例年にない早い満開にもかかわらず、まだ

へ んな 労作。 扇子の

幸いにも吹き散らされず十分に残っていた里見公園で開催された。

い物椀のふたの正しい

使 い 方の 男 女差、 吸

当日は晴天、真夏日の予報で桜の樹下より常緑樹の緑陰を求めて

置 き 方、 教職 員室 の

ブルーシートを拡げる。11時前後よりまだまだ散らぬ百花繚乱とまでは

存 在 、 大 風 呂に 入 る

言い難い老熟男女が 三々五々集いIIAからの 特別参加を含め14名

際の 正しい 場所、 日

が車座に。

本の玄関、門にしかな

名残の花弁がヒラヒラと舞いかかる穏やかな日和、まずは渇きをいやし

い もの ・ ・・ e tc 。 英訳

腹ごしらえとワイン、ビールを楽しみ、ゆっくり日本語で談笑。いつの間に

や答え見つけに苦闘、

か周囲にもいくつもの 宴が。にぎやかで、いい込み具合の残り桜の、の

悪 酔い する 間 も なく お

たりです。

開き予定の2時に。「ゆきて見む 老木は花もあはれ なり 今いくたびか

どうにか残った桜の花をバックに

さて一段落したところで篠原リーダーが周到に用意の英語クイズタイム。 春に逢うべき」 西行法師

（川獺 疎呆）

Japanese customs in English というTV番組からコピーしたたい

花筏も佳いものだ （広報委員会）
けれど、散りゆく花びら
川面に集め、ゆったり
と流れるその風情、今
を盛りと誇る花よりも、
我らの年代にふさわし
く佳いものだと（十分
にお若い女性委員の
皆様は別として）我が
身を振り返り、自画自
賛してしまいました。
（乙幡 健次）

IIAの広報委員、特に女性の委員と言えば「料理上手」の呼び声が
高いのです！！4月3日に同委員会恒例の花見会が、真間川沿いの
公園で開かれました。主力メンバーの殆どが顔を見せ、例年のようにシー
トを敷き、カンパーイで始まりました。こんなにたくさん、どこから出てきた
の？と驚くほどのクイジーン(cuisine)がシート狭しと並びました。
・それはクイイジーン（食い意地）が張っている男性オジーンにとって
も征服しきれないボリュームでした。今回は酒類の減り方がいつもより
悪いと思ったら、アル強を以って鳴るSさんが、奥方のアッシー君という大
事な任務が控えていたため、ペット茶をグビグビとやっていたためと解りま
した。
・肝心の花をめでるのは？散会間際に桜を見れば、枝に残る花もよ

サルサとミュージックセラピー （バディーズ）
バディーズでは、5月18日に市川公民館で
サルサとミュージックセラピー
（音楽療法）を行いました。集合後、サクソフォンのインスツルメンタル
の曲でサルサを踊り、みんなで軽く汗を流し、体をほぐしました。その後、
ヨガマットなどに寝転がって、ヒーリングミュージックを掛けながら、4-7-8と
呼ばれる呼吸法を用いて深呼吸を行い、心身ともリラックスしました。
（写真右）
世界には、多種多様な音楽やダンスがあり、私の国ペルーでは、色々
な国や地域から来た人々のおかげで、それらを楽しむことができます。そ
の中でも、サルサは私の好きなラテンアメリカのダンスミュージックで世界
中の多くの人々に親しまれている音楽で、それを皆さんに楽しんでいた
だきました。
4-7-8呼吸法とは、４秒間鼻から吸い、７秒間息を止め、8秒間口
から吐くを繰り返す呼吸法で、効果としては「交感神経を鎮め、副交感
神経を優位にし、心身をリラックスさせる」ことが期待できるとのことです。

私たち
も、ミュー
ジックセラ
ピーを行
うことで、
その部屋
の空気が
変わり、
良い「気」
が全身に行き渡るのを体感することができました。
皆さんは、朝起きて一番に何をされていますか？新聞やテレビでニュー
スをご覧になる方も多いと思います。世の中の情報を取り込む前に、10
分程、癒しの曲と4-7-8呼吸法で、良い「気」を自分の中に取り込んで
み ては如何でしょうか。
（但木 春美）

四川フェス2018 （楽山市委員会）
4月4日に新宿中央公園で開催され た『四川フ ェス2018』 に楽山
市委員会の皆さんと参加しました。 今年の桜は開花が早かった為、当
日公園内は若葉が出だした桜の下での開催となりましたが、お天気に
も恵まれ、美味しくて珍しい四川料理を沢山味わいました。会場内に
設けられ たステージでは、二胡や三味線＆変面ショー、芸能人トーク
ショ ー、大抽選会など、ほぼ30分おきに様々な出し物が有り、観てい
て飽きませんでしたし、また、事前にネットで申し込んだ大抽選会では、

思いが け ず中華調味料が 当た
るなど、 お土産を沢山持ち帰る
事が出来て嬉しかったで す。 来
年も開催されるので あれ ば、 是
非参加してみたいと思いました。
（加藤 百合）
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シリーズ

わたしの母国、わたしの市川

(12) 中国

斳 恵玲

（ ジン ホイリン）

我来 给 大家介绍 一下我的家 乡 西安。 西安，古
称长 安，是著名的古丝绸 之路的起点。
西安的建城史已有3100多年，历 史上周、秦、
汉 、 唐等十三个王朝在此建都，在 汉 唐时 期，
西安就是中国政治、 经济 、文化和对 外交流的中
心，是当 时 人口最早超 过 百万的国际 大都市，
“西有 罗马 ，东 有长 安”是西安在世界历 史地位
的写照。
深厚的历 史文化 积 淀和浩瀚的文物古迹遗 存使西安享有“天然 历 史
博物馆 ”的美称。有被称为 “世界第八大奇迹”的秦始皇兵马 俑、有唐
代著名高僧玄奘法 师译 经 之地大雁塔、有被誉为 石质 历 史 书 库 ，
藏有三千多 块 藏石碑的碑林博物馆 、 还 有至今世界上保存最完整、
规 模最宏大的明朝古城墙遗 址等。
西安除了人文历 史景观 中外 驰 名，自然 风 景也独具特色，境内及
附近有著名的
西岳华 山，还 有道教的发 源地终 南山。以及太白山、翠华 山，楼观
台等风 景名胜 ，是人们 爬山避暑，休闲 度假的好去处 。
西安也是中国有名美食城，特别是独具特色的地方小吃吸引着八方
来客，如果有机会的话 ，请 来我的家乡 旅行，一定会不虚此行的。
那时 候因为 一句日语 也不懂，电 视节 目也没法看，多多少少有点
寂寞的感觉 。后来到行德公民馆 的“你好”日语 教室学习 日语 ，遇见
了中津川老师 ，老 师 不但耐心地教大家日语 ，还 热 情地帮助初来
乍到的我 们 尽快地适应 日本的生活，这 一切都是老师 牺 牲自己的

休息时间 ，没有任何报 酬自愿来做的。
在日本，像老师 这样 的自愿工作者很多很多，他们 的这 种精神让
我感触颇 深，想着有机会的话 ，自己也要做个自愿者，尽自己微薄
之力帮助需要帮助的人。
2002年3月， 盐滨 团 地的本间 先生开 办 了一个中文教室，我跟几
位志同道合的朋友做为 自愿者教大家中文，偶尔也教大家做做中国
的饺 子，通 过这 种互相交流，收获 的不仅 是语 言上的提高， 还 有
对 不同文化背景、不同生活方式的了解，这 是一段很开心的时 光。
2005年我回到了中国，等再次长 住日本已经 是2017年了，有一次
在团 地碰见 本间 先生，才知道2002年开办 的那个中文教室还 一直
继续 着，更加惊喜的是，再次踏 进 教室，竟然看见 了中津川老师 ，
虽然时 隔16年，但老 师 一点也没变 ，还 清楚地 记 得我的事情，也
二十多年如一日，继续 做着日语 老师 。
在日本，即便是上了年 纪 ，但 还 是 对 各种事情抱着 浓 厚的兴趣，
持之以恒坚 持学习 的这 种精神也值 得我家乡 的老人们 借鉴 。
市川盐 滨 虽不繁华 ，交通也很不方便，但这 里却留下了我 许 多年
轻时 候的美好回忆 ，孩子也是因为这 里有了许 多青梅竹马 的好朋
友，这 里更是有像父母一样 关心我的中津川老师 、本 间 先生、小室
先生以及伊东 女士。中国有“入乡 随俗” 这 一说 ，日本也有“住めば都”
的说 法，无 论还 能在这 里住多少年，也不管今后到了任何地方，
市川盐滨 都是我最重要的第二故乡 !
发 自我的华为 手机

私の母国 中国 西安
皆様に私の故郷西安を紹介させていただきます。昔は長安といわれシル
クロードの起点として栄えた都です。
西安に都がつくられてから3100年以上経ち歴史上では周、秦、漢、唐
など13王朝がここに都を構えました。漢、唐の時代になると西安は中国の
政治、経済、文化、国際交流の拠点として「西のローマ」「東の西安」 とい
われ るような歴史的国際都市に発展しました。 古い歴史文化と多く の古
蹟が残っている西安は都市全体が「天然の歴史博物館」と称賛され てい
ます。世界の8大奇跡と呼ばれる秦の始皇帝兵馬俑（写真左）、 唐の
時代の有名な高僧玄奘法師に纏わる大雁塔（写真右）、3000以上の
中国最大の石造の書庫「碑林博物館」、大規模な古城の壁遺跡（写真
中）等があります。
西安は歴史文化だけでなく風光明媚な名所も多くあります。
西岳华 山、道教に由来する南山、太白山、翠华 山等があり避暑地とし
て休日を過ごすには格好の場所になっています。
西安はまた中国でも有名なグルメの都です。特色のある地元の食べ物
は観光客の心を虜にすること間違いなしでチャ ンスがあれ ばぜひ私の故郷
に来てください。
十年一日（じゅうねんいちじつ）のごとく・・私の市川
私の初来日は2000年の元旦でした。そのころ日本語が全く分からず、
テレビ番組を見ることもできな
く寂しい日々でした。その後、
行 徳公 民館 の 日 本語 教室
「 こん にち は」 で 中津川先生
に会って日本語の勉強を教え
てもらいました。
先生は学習者に日本語だ
け でなく 、日本の く らしに早く

慣れるように熱心に指導してくれ ました。日本には自分の時間を割いて無
償でボランティア活動をしている先生のような人がたく さんいることに感動し
ました。私もチャンスがあれ ばボランティア活動をして微力ながらみ んなの
役に立ちたいと思いました。
2002年3月に本間先生が開いた中国語教室に私も友だちとボランティ
アで参加しました。中国語を教えるほかに中国の 料理「 餃子」の作り方も
教えました。この日本人との 相互交流によって日本語が上達し日本文化
やくらしのスタイル が分るようになりました。この時間は私にとって有意義で
嬉しい時間でもありました。
2005年に私は中国に帰国し、2017年に再来日しました。中津川先生
の日本語教室も本間先生の中国語教室もまだ続いていることを知り嬉し
かったです。
十年一日のごとく過ぎた市川は私の第二の故郷です。
日本語の勉強を教えた中津川ボランティアの話
来日して間もないころ、授業で子供や家族の話題になると中国に残した
子供を思い出すのか涙ぐむことがありました。私は現在、斳さんに中国語を
習っています。彼女はボランティア活動を通して日中相互交流を実践しエ
ンジョイしている素晴らしい女性です。
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ガーデナ市・楽山市への派遣生決まる
67号で既報のとおり、今年の8月に市川の高校生を米国姉妹都市ガーデナ市、中国友好都市楽山市へ派遣します。両都市で20名の応募
があり、4月28日の面接を経て、5月上旬に派遣生が決定しました。
8月2日～11日 ガーデナ市派遣 8名（男子3名、女子5名）、随行員2名
8月3日～12日 楽山市派遣
7名（男子5名、女子2名）、随行員2名
派遣生は、5月下旬から7月上旬のオリエンテーションで事前学習して出発に備えます。
全員元気で、充実した派遣となるよう期待しています。

お知らせ：

メダン市青少年代表団来市(予定)

市川市と姉妹都市であるインドネシア共和国北スマトラ州のメダン市から、青少年代表団8名と引率者2名が、来市します。
成田空港に8月21日（火）に到着し、市川市長、市川市議会議長表敬訪問に始まり、市内の高校生、千葉商科大学生と交流します。又、
青年・学生委員会のメンバーと、市内や東京都内を視察し、長瀞・秩父にも足を延ばします。ホストファミリー宅に６泊し、日本での生活体験な
ど、多方面に渡る催しが計画されています。8月29日 (水)の山崎製パン総合クリエイションセンターでの日本文化体験・送別夕食会に、多くの
皆様のご参加をお待ちしています。8月30日（木）に帰国予定です。

イ

ベ

ン

ト

情

◆英語グループ勉強会 (通訳・翻訳委員会)
日時：
7月14日 (土）
10:00～12:00
8月11日 (祝）
10:00～12:00
9月8日（土）
10:00～12:00
場所：
IIA事務所 場所が変更になることがあります。
費用：
無料
問合せ： 傳谷 英 email:eidenya@jcom.zaq.ne.jp

7月～9月

◆中国語教室「中国サロン」 (楽山市委員会)
日時：
7月10日（火）
16:00～18:00
18:00～ 納涼会（予定）
場所：
中央公民館
問合せ： 逸見 総一郎 Phone: 047-333-7412
◆バスツアー「 小江戸・ 川越散策」（異文化交流委員会・外国人
委員会）

◆第3回 インドネシア料理を楽しむ会（メダン市委員会）

日時、集合場所：7月15日 (日）8：30 JR市川駅東口改札口
参加費： 400円（大人）、200円（子供）、3歳以下無料
目的地： 川越 （詳細はHPをご覧ください）
問合せ： 村井 美和 Phone: 047-379-3737

日時：
場所：
会費：
持ち物：
申込み：

8月4日 (土）10:00～12：30
新浜小学校 2階 家庭科室
500円（材料費）
エプロン、三角巾、スリッパ
西村 正寛 email:65masa-lon@jcom.zaq.ne.jp
Fax: 047-371-5308
インドネシ アの お母さん 方と一緒に、インドネシア料理の神髄を探って
みませんか。メニューはアヤム バカール(たく さんのスパイスを使った鶏

肉のグリル)
ルク）

報

◆講演会「アメリカのお墓と柳」（ガーデナ市委員会）
日時：
８月24日（金）13：30～15：30
場所：
全日警ホール
第1会議室
講師：
黒沢 眞里子 氏 （専修大学文学部教授）
内容：
墓地、柳、葬儀などのユニークな視点からアメリカを研 す
る黒沢教授に、私たちの知らない世界をお話しいただきます。

とダワット（米粉のもちもちと黒砂糖の入ったココナッツミ

◆ 街回遊展「世界の フード＆マーケット」 (異文化交流委員会・外
国人委員会）
日時：
9月23日 (日）時間未定
場所：
京葉ガスショールーム（本八幡駅傍）
問合せ： 村井 美和 Phone: 047-379-3737
3ヶ国の料理とミニマーケット

会費：
究定員：
締め切り：
申込み：

市川市在住外国人登録者数及び上位11カ国の人数

500円
40人
8月17日（金）
山本 怜：Fax : 047-339-0196
email : rayyama@jcom.zaq.ne.jp

2018年4月30日現在 （ ）内は昨年同月数

①中国

6,217(5,997） ②韓国

⑤ネパール

1,136( 950） ⑥スリランカ

681( 561） ⑦インド

533( 493） ⑧タイ

361( 320） ⑩ミャンマー

264( ー ） ⑪米国

257( 256）

⑨台湾

1,505(1,453） ③フィリピン

1,463(1,407） ④ベトナム

1,400( 999）
469( 457）

総数114ヵ国16,428人（109ヵ国15,082 人） 市川市総人口数486,517人（483,199人）

訃報

当協会副会長 高橋道夫氏は病気療養中のところ、5月5日永眠いたしました。65歳でした。
短い期間でしたが、しっかりとした組織運営と温厚なるその人柄は皆様から愛されておりました。ご冥福をお祈りいたします。
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新入会員
使用可能言語の略号
委員会等の略号

（2018年2月～5月）

英:英語、中:中国語、西:スペイン語、仏:フランス語、韓：韓国語
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・学生
（敬称略）

姓

名

ふりがな

国籍

使用可能言語

希望する委員会等

園田

好江

そのだ

よしえ

日本

英、韓

ガ、ロ、イ、日、異、

青木

由美

あおき

ゆみ

日本

西、英

通

稲葉

由美子

いなば

ゆみこ

日本

仏、西、英

通

葛

泰成

かつ

たいせい

中国

中

異、外

鶴川

茉央

つるかわ まお

日本

日

竹重

千恵子

たけしげ ちえこ

日本

日

田中

柚希

たなか

ゆづき

日本

英

異

田中

康代

たなか

やすよ

日本

英

異

Patwa

Mamta

パトゥワ

インド

英

異、外

合田

千尋

ごうだ

ちひろ

日本

英

日

奥野

俊介

おくの

しゅんすけ

日本

仏、伊、西、英

日

坂巻

英一

さかまき えいいち

日本

頼

文群

ライ

ブングン

中国

中

通、異、外

戸田

静子

とだ

しずこ

日本

異

谷

旭

たに

あさひ

日本

異、外

高木

徳一

たかぎ

とくいち

日本

都梅

弘子

つばい

ひろこ

日本

ロ、 異

古橋

良一

ふるはし よしかず

日本

日、異

田中

博章

たなか

日本

楽、ロ、青

高松

柊斗

たかまつ しゅうと

日本

楽、青

藤村

幸輝

ふじむら こうき

日本

楽、青

中島

優香子

なかじま ゆかこ

日本

青

関山

陽人

せきやま はると

日本

ガ、青

丸山

真希

まるやま まき

日本

通

吉野

奏

よしの

日本

ガ、メ、ホ、異

Kitano

Janett

キタノ

瑞慶覧

紗希

ずけらん

山口

駿弥

やまぐち じゅんや

日本

山田

孝

やまだ

日本

竹中

孝輔

たけなか こうすけ

日本

青

三浦

遥

みうら

はるか

日本

ガ、青

藤田

駿

ふじた

しゅん

日本

青

久居

南輝

ひさい

みなき

日本

青

上村

真子

うえむら まこ

日本

青

子安

美森

こやす

日本

ガ、異、青

秋山

桃歌

あきやま ももか

日本

青

大塚

早弥香

おおつか

日本

金田

春香

かねだ

はるか

日本

青

佐藤

久子

さとう

ひさこ

日本

日、異

伊藤

義張

いとう

よしはる

日本

日、異

マムタ

ひろあき

かな
ジャネット
さき
たかし

みもり
さやか

ペルー

西

異、外

日本

日、英

日、通
青

英

英
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