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2019年 度 IIA総 会 開 催
誰 も が 参 加 で き 、 活 躍 で き る IIAを め ざ し て

各委員会で、そしてIIAで今年1年の活動計画を考え抜いて作りまし
た。5月19日の総会で承認されていよいよ実施です。「ふるさと名品
オブザイヤー」の大賞を受賞したシェフ先生は、まとめの最終章。
新たに妙典とガーデナ市の小学校でビデオレター交換をして子供
たちの国際化にも協力します。一方メダン市から公式団の来市、ガー
デナ市から青少年代表団が来市し、ホームステイをしながら交流を
計画しています。まだまだ他にも会員の皆さんが気軽に参加し、十
I I A 役

員

紹

介

新年度に向け新たな気持ちで頑張ります

分に力を発揮できる計画が盛りだくさんです。積極的な参加で力を
結集し、それをてこにして、国際交流を盛り上げてください。
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総会

報告

議案審議と役員の選任

市川市国際交流協会（IIA)2019年度総
会は、5月19日13時より市川市文化会館
「ローズルーム」で開催されました。
冒頭、成田会長の挨拶があり、「年号
が令和に代わった今年度、IIAを取り巻く
環境にも変化があり、市の対応部署である国際交流課
が企画部所属となり、名称も「国際政策課」と変更に
なった。引き続き行政、市議会との連携は重要であり
今後とも支援をお願いしたい。「人を大切に」をモッ
トーに誰もが参加し、活動できるIIAとして今後も発展
していきたい」と述べました。

第１号議案「2018年度事業報告及び決算」
永長事務局長より昨年度の自主事業、受託事業につ
き主なものを紹介、ガーデナ市、楽山市への市川青少
年代表団派遣、メダン市青少年代表団の受け入れ、と
青少年交流が多かったこと、シェフ先生が「ふるさと
名品オブ・ザ・イヤー」の地方創生賞大賞を受賞した
こと等を報告しました。決算では、報告様式を企業会
計に近い様式に改め、一般的に分かりやすい表示とし
たこと、繰越金を別掲にして単年度の損益を明確にし
たこと、次期繰越金を「財政調整基金」として積み立
て、将来の財政不安に備えることとし、その規定を制
定したことが報告されました。当年度の収支差額は、
590,785円のマイナス（赤字）となりました。春名監事
より決算内容、経理事務処理とも適正であったと監査
報告がありました。
単年度赤字の要因、財政調整基金設置の意味、先の
財 務 状 況 の見通しにつき質問があり、管理費の増

総会

講演

加、IIA内の中期財政プロジェクトによる5年先までの
収支見通しにより、主たる収入である市よりの受託事
業収入が不安定であること等が説明されました。

第2号議案「2019年度事業計画案及び予算案」
髙梨氏（事務局長予定）から事業計画全般にわたり
説明がありました。主な事業として、ガーデナ市から
の青少年代表団の受け入れ、メダン市公式団の受け入
れ、メダン市への市川青少年代表団の派遣、メダン市、
ローゼンハイム市への市民団の派遣、最終年度となる
シェフ先生、新事業であるワールドフレンズなどが紹
介されました。予算案では、報告様式を予算と前年度
決算との対比としたこと、収支差額がマイナスの予算
となることから財政調整基金からの繰り入れがあるこ
とが報告され、経費については、各委員会の予算を減
額するなど今後も節減に努力する旨報告されました。

第3号議案「役員の選任」
今期は役員改選の年となり、メダン市委員会委員長、
監事1名、事務局長の3名の新任とその他の役員の継続
につき審議を求めました。
以上3議案はすべて承認されました。最後に改めて全
役員の紹介がありました。総会の予定議事は終了しま
したが、ここで市企画部長佐野慈人氏から挨拶があり、
「改組により国際交流課が企画部所属、国際政策課と
なり、市長の意向により都市間の行政交流を図り、情
報交換、IT技術の導入などを進めていき、国際交流に
ついてはさらに進める方針であります」等が述べられ
ました。
続いて、退任者の表彰があり、春名英徳監事、永長
剛事務局長に感謝状と花束が贈られました。

市川市のオリンピック・パラリンピック

来年に迫った、オリンピック・パラリ
ンピック（以下オリ・パラ）について、
市文化スポーツ部スポーツ課課長小島信
也氏に講演をお願いしました。
「東京2020オリ・パラプロジェクトin
市川」により市川市の将来都市像の実現に向けてまちづ
くりの2つの目標「ともにスポーツ・文化を楽しみ、世
界を感じるまちづくり」「市川市に住む人、訪れる人が
快適に過ごせるまちづくり」が紹介されました。目標達
成のための5つの方針も定めています。取り組み例とし
て①夢の教室（トップアスリートによる小中学生への授
業）②シェフ先生③フェンシング関連（大会の事前キャ

国

際

政

策

ンプ地として各国の男女選手を受け入れた）④ブルガリ
ア関連（ブルガリアのホストタウンに登録され、ブルガ
リアフェア等を開催）⑤女子ソフトボール（イタリア代
表のキャンプを受け入れ）等がありました。今後の取り
組みとしては、今年7月に来市予定のブルガリア新体操
チームの応援・支援、来年の聖火リレー（千葉のどこを
走るかは未定）等があります。これらの事業は、オリ・
パラの一過性のレガシーに終わらせることなく市民の
生活に寄与するものとしたいこと、 そしてIIAとは文化・
スポーツ交流を通じて世界各国との橋渡し、市川の魅力
を世界へ発信、世界各国の魅力を市川に発信したいと結
ばれました。

課

新

体

制

青少年派遣、ガーデナ青少年団の受け入れなどがありま
す。どうぞご協力のほどお願いいたします。
淺尾 江利（あさお・えり）主査
前職はこども入園課です。国際交流は初めての担当な
ので不慣れな部分が多いと思いますが、頑張ってまいり
ますのでご指導のほどよろしくお願いします。
小松 愛実（こまつ・えみ）主任主事
前職は広報広聴課で、広報紙やWebサイトを担当して
おりました。メダンへの青少年派遣、ドイツデイ等を担
当します。よろしくお願いします。
（敬称略）

国際政策課に新たに異動の方々 （IIA役員会での挨拶）
生澤 治（いけざわ・おさむ）課長
H20年から4年間国際交流課に所属し、楽山を担当しま
した。H21年の楽山歌舞団の受け入れが記憶に大きく残っ
ています。四川大地震の募金のお礼の形で来日して公演
が行われました。また、楽山市への公式団、青少年代表
団にも同行しました。この4年間はIIAに大変お世話にな
りました。久しぶりに今年度復帰しましたのでまたIIA
と連携して取り組んでいきます。今年度も事業が多く、
メダン、ローゼンへの公式団、市民団派遣、メダンへの
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～シェフ先生「大賞」受賞記念と場を盛り上げた花笠音頭

今年の3月、各地域の優れた政策
や新たなチャレンジを表彰する「ふ
るさと名品オブ・ザ・イヤー」（後
援：内閣府、農林水産省、経済産業
省）の「コト」部門で大賞を受賞し
たことを記念して、今日は出席者に
シェフ先生を体験してもらおうとい
う趣向で交流会のメインイベントとして行われま
した。紹介ビデオ、近藤委員による国際交流、提
携都市の紹介の後、村井委員長の司会により、壇
上に7名のシェフ先生を迎え、料理の紹介や実施
した感想などを聞きました。ネパールのアミタさ
ん、韓国のキムさん、タイの古田ノンラックさん、
金田ポーンマニーさん、台湾の田嶌芳恵さん、ペ
ルーの北野ジャネットさん、スペインのホセ・ア
ントニオさんの7名です。実際に調理した料理か
ら数品が提供され、味やいろどりを楽しみました。
フィナーレを飾ってくれたのは協力団体である
バディーズの皆さんです。外国人5名を含むバデ
イースダンサーの方々が「花笠音頭」を披露、最
後は会場全員で踊りの輪を広げました。
（広報委員 山本 怜）

I I A 新

任

おめでとう！シェフ先生とサポーターの皆さん

シェフ先生の紹介と
料理説明
花笠音頭で大いに盛り上がる会場

役

員

の

抱

負

メダン市委員会委員長 小林 裕（こばやし・ゆたか）
この度の総会でメダン市委員会委員長をご承認いただきました小林です。お引き受けしてまだ数ヶ月ですが
一番驚いたのは、メダン市委員会のメンバーの皆様のメダンに対する熱い思いです。今年はメダン市からの公
式団の受け入れが7月にあり、8月には高校生の派遣、そして11月の市川市公式団の派遣と大きな行事が目白押
しです。また大使館訪問など会員間の交流も増やしていこうと思っています。
当協会での活動も日が浅くわからないことだらけですが、皆様のお力をお借りして歴史あるメダン市委員会
を盛り上げていこうと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
事務局長

髙梨

治夫（たかなし・はるお）

私にとって、これまで接点の乏しかった国際交流（協力）という取り組みに、協会の事務局長という
立場でかかわらせていただくことになりました。仕事を始めて5か月ほどが経ち、皆さまの活動に触
れ、少しずつではありますが事務局運営に求められていることを知る機会が増えてきたように感じて
います。これからも皆さまの充実したボランティア活動を支えていけるよう、事務局の飛田さん、鈴
木さんとともに努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

お

ら
知

せ

IIA 主 催 ・ 協 力 行 事
◆サバイバル 日本語教室 IN

いちかわ 2019

日時 8月28日（水） 9:30～15:00
締切 7月13日（土）
場所 市川市立市川第7中学校
ランチルーム
費用 500円 （ランチがついています）
申込 市川市国際交流協会(IIA) Phone: 047-332-0100 Fax: 047-332-0101 email: info@iia21.jp

◆メダン市へ青少年代表団派遣

◆メダン市公式訪問団来市

8月12日（月）～21日（水）メダ
7月15日(月)～18日(木)公式団が
ン市へ、高校生8名（男子2名、女子 来市致します。
6名）随行員2名が派遣されます。
7月16日（火）には、メダン市と
5月25日～7月6日までの毎週土曜 市川市の姉妹都市締結30周年を記念
日に、オリエンテーションが催され、 し、山崎製パン総合クリエイション
語学の勉強、市川市と派遣先の都市 センターで記念式典が催されます。
の学習、プレゼンテーションの練習
多くの皆様のご出席をお待ちしま
等、派遣生は頑張っています。
す。
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◆ガーデナー市から
青少年代表団受入れ
7月30日(火)～8月6日(火)ガーデナ
市から14歳～17歳の男子1名、女子5
名と引率者1名 が来市します。
各地視察、市役所訪問、高校訪問、
花火鑑賞、学生会との意見交換など
を行います。
8月5日(月)には歓送会を行います。
IIAニュースNo.72

シェフ先生

「ふるさと名品オブザイヤー」大賞受賞

そして、地域のすばらしさを
2015年秋、当時の国際交
流課から初めてこのプロジェ
地域外の人々に直接伝えようと
クトの話があった時、正直、
いう表彰制度「2018年度ふるさ
これは大変だ！！と尻込み
と名品オブザイヤー」にエント
してしまったのを、今も覚
リーすることにしました。全国
えています。なにしろ市内
のいろいろな取り組み70以上が
39小学校の6年生、110クラ
この賞にノミネートされ、「ヒ
ス、約3000人に国際理解授
ト」「モノ」「コト」の3つの部
業を、4年間で1回ずつ行う
門に分かれて審査が始まりまし
という壮大な計画でした。
た。この「シェフ先生プロジェ
2020年のオリパラ東京大
クト」は市川市×市川市国際交
会までに、市川市でも未来
流協会として参加し、「コト」
の国際人育成授業を立ち上
部門で、地方創生賞の各部門3品
晴れの舞台 表彰式
げよう、という素晴らしい計画ですが「食」
に選ばれました。
を切り口にした国際理解という難問。当然、調理実習を
そして3月13日、霞が関中央合同庁舎8号館講堂での最終
含むことになり、どんなシェフさんが、どんな料理を、
発表では、なんと創生大賞を受賞。審査委員長片山さつ
どうやってと頭を悩ます試行錯誤が始まりました。
き地方創生大臣から表彰状を授与されました。表彰式に
国籍の異なる人々が多い市川で重要なのは異文化を互
は市役所と、当協会から成田会長とプロジェクト責任者
いに認め合い、尊重しあうこのような教育の実践ではな
を代表して宮澤、村井が列席しました。会場では香川県
いかと考え、この事業はまさにこの実現にぴったり。他
で「UDON」を広める活動をしている方たち、神奈川県三
国の文化に触れ、日本との違いに気づき、交流を通じて
浦でエシカルな野菜キットを開発したチーム、北海道、
お互いに親しみを持つ体験型授業を目指して工夫をこら
美瑛でキャリア教育を実践している先生たちなど多士済々
しました。4人の業務責任者（宮澤美子、田中アイアン、 で、私たちも多くの刺激をうけました。
近藤明子、村井美和）とアシスタント30名そして13か国
市川市が、私たちにとって、また在住の外国人にとっ
18人のシェフが市内を飛び回る3年が過ぎました。学校
て、本当の意味での「ふるさと」になるために、私たち
との調整役は国際交流課の皆さんの努力で、なんと3年
は何をしたらいいのでしょうか。市川に住む子供たちが、
間で36校、106クラスに達しました。生徒たちからは
真の国際人に育つために、私たちは何を続けていくべき
「美味しい」「面白かった」と、先生方からは世界が身
なのでしょうか。この「ふるさと名品オブザイヤー」大
近に感じられるこうした体験をもっと子供たちにさせた
賞受賞をきっかけに、私たちの今後の活動を充実させて
いという声を頂きました。
行きたいとの思いを深くいたしました。 （村井 美和）

モロッコのシェフ先生

川内マリカさん

今日のモロッコ料理は「ハリラスープ」とモロッコ風サラダ、他

シェフ先生と市川について勉強 ⇒ 先生が作り方を説明 ⇒ ⇒ さあ みんなで料理

大人のためのシェフ先生

⇒ モロッコ語で「いただきます」

（異文化交流委員会）

6月2日「大人のためのシェフ先生」というおしゃれ たっぷりと入って、得も言われぬお味。参加者20名は、
なイベントが男女共同参画センター調理工房にて開催さ シェフの手さばきや綺麗な盛り付けにビックリ。また、
れました。当日のシェフは浦安のシェラトンホテルでシェ 材料を加えるタイミングでぐっと味が違うことなど、シェ
フを務める、スリランカ出身のチャンピカ・ヘラート氏。 フならではの料理のコツを教えていただきました。チャ
シェフの白い帽子は高いほど格が上だそうですが、なん ンピカさんは去る3月のインターナショナルデイでは、
とチャンピカさんの帽子は高ーくそびえていました！！ 母国スリランカのカレー調理を担当してくださった、II
Aでも古参のメンバーです。
さて当日のメニューは本格イタリアン。
「大人のためのシェフ先生」は、小学校
学校での「シェフ先生」ではあつかえな
での「シェフ先生」授業を大人の方にも、
い高級食材も使っての豪華な２品です。
という希望を頂いての企画です。一昨年は
真鯛のアクアパッツァにはアサリやエビ
バングラデシュのカレー料理、昨年はスペ
がどっさり入り、色とりどりの野菜で目
インのパエリヤなどを紹介しました。さて
にも鮮やか。フランスパンをそえていた
次回はどんな料理が登場するでしょうか。
だきました。そしてレモンの風味が爽や
お楽しみに！
（村井 美和）
かなリゾットには生クリームやチーズも
シェフ先生を囲んで
4
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聴 衆 を 魅 了 し た 劇 団 「 en塾 」 東 京 公 演

（メダン市委員会）

現代風ダンスを舞台狭しと、客席にまで降り
桜が満開の4月2日、13名のIIA会員は、
てきて披露してくれました。私達も、彼らの
今年もインドネシア人の学生による、
熱気で元気いっぱいになり、会場が一つにな
日本語ミュージカル劇団en塾の「神楽
り ました。毎年 桜の頃 に行わ れる この 劇は
の里殺人事件」を観に行きました。
「桜前線プロジェクト」と命名され、2015年
今年の出し物は、神楽の里で起こっ
から東京は毎年、その他、熊本、広島、愛媛、
た殺人事件の謎解きのお話でした。年
大阪、愛知、と桜前線が北上するように、北
に一度の祭りの初日、神楽の面師（神
を目指してきました。世界中の人が東京に集
楽の面を彫る人）が殺され、現場に残
パワフルな舞台に充分満足
まるオリ・パラの2020年は東北に向かい、この
された神様にささげる布の切れ端から推
プロジェクトはゴールをする予定だそうです。最後に、
理している内に、第2の殺人が起きてしまった・・・・・・・・
どのような出し物を見る事ができるか楽しみです。en塾
毎回日本の芸能を取り入れているen塾。今回は、自分
の役割は、まだまだ認知度の低いインドネシアを、日本
達で作った神楽の華やかな衣装を身にまとい、表情豊か
はじめ広く世界に知らせていくのが大きな任務だそうで
な神楽面をつけて太鼓や笛などのお囃子で舞う姿は、と
す。この劇団の人達が、インドネシアの将来を担ってく
ても素晴らしいものでした。
れる貴重な人材になってくれることと思います。流暢な
インドネシアでは、約75万人の人達が､日本語を学ん
日本語、日本人よりも深く、日本の文化､歴史等学んだ
でいて、出演者の日本語は流暢で、日本人にもよくわか
り、熱心に勉強し、練習をしていることがわかりました。 ことが、日本とインドネシアの架け橋となってくれるこ
とでしょう。
（青野 雅子）
第2部は､若い学生達のパワーあるインドネシアの歌と

講演

会

「 グリ ー ン ・ニ ュ ー ディ ー ル」
アメリカの社会主義的傾向を探る

（ガーデナ市委員会）

5月31日全日警ホールで29名の参加者で開催しました。講師は今回で5度目となる桜美林大学名誉教授、上坂昇氏で、
毎回アメリカに係る題目でお願いしています。アメリカでは2020年の大統領選挙へ向けてすでに活発な動きがあるな
か、民主党は24名もが立候補宣言、その顔ぶれも多彩です。この講演では、その民主党に焦点を当て「グリーン・ニュー
ディール」決議案と「アメリカの社会主義的傾向」という我々にはあまり耳慣れない話をうかがいました。
グリーン・ニューディール（以下GND)決議案は今年の2月、
民主党下院議員アレクサンドラ・オカシオ・コルテス（29歳）
が上院議員エドワード・マーキーと共同で立案したものです。
その特徴は、環境問題にとどまらず、社会・政治問題の大改革
を含む壮大な計画となっていることです。要点は①2030年まで

掲げ、若者からの熱狂的な支持を受けたようにアメリカ人の中

に世界規模で温室効果ガスを2010年レベルから40～60％減らし、
2050年までに実質排出ゼロにする②既存ビルの改修、新築ビル
の省エネ化、再生可能エネルギーへの転換により産業の低炭素
化、効率化、農業・牧畜業で可能な限り温室効果ガス排出を除
去する、交通システムの改善により温室効果ガスを削減③GND

（1980年代から2000年代生まれ）と呼ばれる世代は過去と異な
る価値観や経済感覚、職業観を持ち、人種的にも多様で民主党
支持者が多く、今後の選挙の焦点となりうるが投票率が低いこ
とが問題とのことです。そしてこの世代に頼りすぎると民主党
は社会主義政党とレッテルを貼られる危険があるとの指摘もあ

を成功させるために法体系を変更し、高等教育を提供して国民
全体が参加できるようにする、十分な賃金を得られる仕事・有
給休暇・定年後の生活保障をする。しかし、財政的な裏付けが
ない、方法論があまりにも性急すぎるなどの問題点が指摘され、
ワシントン・ポスト紙は、カーボン・プライシング（企業や家

ります。民主党大統領選予備選候補者の主な政策で、国民皆保
険（オバマ大統領が成立させたオバマケアはトランプ大統領が
廃止を目指す）、公立大学授業料無料化、連邦政府による雇用
保証（特定地区の失業者を政府が雇用）ユニバーサル・ベーシッ
ク・インカム（成人に等しく一人毎月千ドル支給）奴隷の子孫

庭が排出量に応じて金を払う、いわばカーボン・タックス）キャッ
プ・アンド・トレード（CO2の排出量に上限を設定して排出企
業に割り当て、余剰と不足を売買する排出量取引制度）を提案
しています。決議案としては、すでに上院では否決され、下院
での審議も民主党内の慎重派により上程されていないなど、先

に対する賠償、などがあるがいずれも莫大な費用がかかり財政
赤字を増大させることになります。その窮状を救う案として
「現代金融理論（MMT)」（自国通貨建て国債を発行する限り財
政破綻はしないという理論、日本はアベノミクスでこれを実践
していると思われている）に飛びつく議員もいるらしい。これ

行きは不透明です。しかしアメリカ人の気候変動問題への関心
は高く、大統領選の争点になりうることから今後の民主党の動
きが注目されます。
後半は「アメリカの社会主義的傾向を探る」のテーマで民主
党大統領候補者の政策からみる社会主義的傾向、アメリカ人は

らの政策は、大きな政府、莫大な費用、政府の国民生活への介
入など社会主義的とみなされる傾向が強く、民主党がこれらを
政策として掲げ来年の大統領選挙に臨むのか注目されるところ
です。「アメリカ・ファースト」を唱え、一国主義化するトラ
ンプ政権のアメリカに対し民主党がだれを候補者とし、何を政

社会主義をどう思っているかなどの話をうかがいました。2016
年の大統領選民主党予備選挙でヒラリー・クリントンと争った
サンダース議員が民主社会主義者を自認して社会主義的政策を

策の目玉とするか、変わりゆくアメリカの将来を占ううえでも
アメリカ大統領選挙2020に関心を持つべきと感じた講演でした。
（山本 怜）

にも社会主義に対する考え方が変化しているようです。2018年
のギャラップ調査で「社会主義は悪いもの」とする人の割合は
51％（1942年40％）だが「社会主義は良いもの」とする割合は
43％（1942年26％）と伸びています。特にミレニアム世代
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「 回 顧 の 茶 」 災害多発の平成30年間を顧みて「令和」への願い
桜の花が満開に咲き誇る快晴に恵まれた3月
31日、市川市文化会館において第22回市川パイ
ンツリーライオンズクラブ チャリティー茶会
が開催され、IIA茶道担当一同は立礼席で協力
し140人余りのお客様におもてなしをしました。
折しも、新元号が発表される前日で思い出に残
る茶会の日になりました。茶席の趣向は災害多発の平成
30年間にIIAが被災地にした救済活動（特にネパール、
ツバル国、台中大地震や四川大地震やインドネシア国大
地震津波や東日本大地震等）とIIAが実施している例年
の例年防災訓練を顧みて、感謝と平和安寧の願いが感じ
られるようにしました。即ち、御軸は「松菊萬年歓」で
す。松は市川市の木、菊は日本国の
花です。生命力のある松や菊のよう
に萬年を通して平穏で和やかな日々
を暮らし歓びに満ち溢れますように
との願いの茶です。菓子は干菓子二
種 桜の花とゼンマイを市川市国際
交流協会名入りの懐紙に盛り付けま
して、銘又玄の抹茶で心を込めて薄

（IIA協力）

茶を点てました。今までの平成とこれからの新元
号の年月を、四季折々の草花の色絵が描かれた茶
碗や水指や蓋置に表しました。花は新元号のお祝
いですので紅白の椿にし蹲るの花入に生けました。
老松の銘の茶杓、及び雪月花蒔絵の薄茶器で幾久
しく末長く繁栄を願い、孔雀が今まさに豪華絢爛に
羽を広げる姿の香合は人生の大願成就を祈願し、走り駒
絵相馬駒焼の建水は過ぎし喜怒哀楽の日々に寄り添い新
しい年月を力強く走り歩んでいく様子です。御連客様の
中には茶碗に何かしらの想いを感じ一椀の茶を喫して
「美味しいですね～」と喜んでくださいました。緊張が
解れ嬉しくなりました。平成の日々が走馬燈の如く巡り、
ゆったりした至福に包まれた気分で一椀
の茶を頂いたひとときは良い思い出の1
ページになりました。余す所僅かとなり
ましたが平成を愛しく大切にして新しい
元号に夢と希望を託し歩んで行きたいと
お祈りしました。なお、主催クラブより
寄付を頂きました。今後の国際交流に役
立てたいと思います。 （佐藤 和子）

新しい時代に夢と希望を託して

楽山市政府代表団受け入れ

（楽山市委員会）

最後に、及川扇翠さんが琴を美しい音
色で奏でながら、「源氏物語の一節」
を謡いました。一時間余りのおもてな
しは郭抹若翁を偲び、素晴らしい国際
文化交流でした。
（佐藤 和子）

「郭抹若記念館」 5月7日

5月6日、楽山市政府公式交流団6人
(黄平林副市長、周明徳主任、劉勇局長
杜馳副局長、廖宏偉外事局員、楊石沐
川県副県長)が来市され、翌日、おだや
楽山市副市長歓迎夕食会 5月7日
かな日和のもと、IIAは芝桜で有名な
「郭抹若記念館」に案内しました。
席上、黄副市長からは「市川市との
郭抹若翁を偲び文化交流
当館職員の皆さんは熱烈歓迎で
交流は40年近くになり、さらに深める
お出迎えし、郭抹若翁の日本での暮らしや活動等々を ために市川に来た。村越祐民市長への表敬も短かった
詳しく丁寧に心を込めて説明しました。楽山市公式団 が心は通じた。クリーンセンター、郭沫若記念館など
の皆様は熱心に聞き入っていました。
に行き、市川市の街を見、日本の文化も知った。これ
次に、和室で日本伝統文化を観賞しました。大川原 をもとに今後両市の交流の発展に自信がついたのでさ
前楽山市委員長が主菓子とお茶の話と佐藤宗和師の陰 らに深めていきたい。市川市、IIA、市民の皆さん、楽
ながらの支えをしている事を伝え、公式団の皆様は、 山市にぜひ来てください」と挨拶。所用で遅れた村越
銘「令和」の和菓子を召し上り、井上副会長が運んだ 市長、それに楽山との交流を推進された千葉光行元市
お茶を楽しく喫しました。更に、斉藤キエ子さんと矢 長も加わり、予定を大幅に超えて和やかな談笑が続き
部幸子さんが日本舞踊を次々に華やかに披露しました。 ました。
（逸見 総一郎）

四川フェス2019
四川フェスは 4月20日が「四川料理の日」
ということにちなんで、本場の四川料理を広
めることを目的にしたイベントとして四川フェ
ス実行委員会の主催で2017年から開催され、
今年で3回目となります。今年も4月20日、21
日の2日間、新宿中央公園で開催され、2日目
の日曜日に、楽山市委員会のメンバーと一緒
に新宿まで出かけました。
今回は是非、娘にも見せたい！と、私だけではなく
娘も参加。会場に着くと料理は勿論のこと、音楽、トー
ク、変面、二胡等の楽しいステージも次々と披露され、
大勢の来場者で賑わっていました。（写真）

(

楽山市委員会）

お昼は、前回とても美味しかったので、
また「キッチンカー・関羽の胃袋」で汁無
し坦々麺800円を注文。午後は香港映画の
大スター、ジャッキー・チェンにそっくり
なジャッキー・チャンさんのステージを見
て大笑い。ステージ後は記念撮影もしても
らい大満足でした。毎回恒例の大抽選会は、
いつのまにか大ジャンケン大会となり、委
員長の逸見さんは、最後の2人まで勝ち進みましたが、
惜しくも負けてしまい、非常に残念でした。来年もま
た是非美味しい四川づくしの一日を過ごしたいと、今
から楽しみにしています。
（加藤 百合）
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シリーズ

わたしの母国、わたしの市川

(15)

パキスタン
関口ミンノ

I am Minno Sekiguchi came from

communities like International exchange etc. that

Pakistan and have been living for
more than 38years after marriage

nowadays available for the foreign community level.
My mother in law was in the house whole day with

with a Japanese. We married in
Pakistan. I have two children.

me, I did not understand what she was speaking,
therefore, I tried to smile only.

I came from Islamabad, Pakistan.
Islamabad is the capital of

When I came Japan, I was surprised how small

Pakistan.
It has a Himalaya Mountain Range.
Islamabad is therefore very
beautiful. Pakistan is Islamic
country, but also Christian,
Buddhists, Hindus and Sicks are
living. We are enjoying their culture,
too.
Pakistani People are friendly. I graduated from Punjab
University.
I could not speak Japanese at all when I came to
Japan. My husband and I communicated only in
English.
I studied Japanese words slowly slowly by myself. At
that time, no good facilities were available for
foreigners to study Japanese language in local

houses Japanese were living.
I love Japan and the Japanese culture. Japan is a
beautiful country and people are kind. One day, a
Japanese sales man came to my house. He asked
me ‘Mainichi, Shinbun tottemasuka?’ At that time I
know the meaning of ‘ mainichi- everyday’ and
‘ shinbun- newspaper’ . Therefore I did not
understand what he wants to ask me. It was very
funny. He asked many times ’ And I replied ‘Yes,
we have newspaper everyday’ . We repeated the
same thing, for 15 minutes, at least he became tired
and he went back without success.
I have been in Japan longer than I lived in Pakistan.
That is why I feel Japan is most likely my home
country. I am happy to have lots of Japanese good
friends like relatives, thanks to God.

私は、パキスタン出身で、名前は関口明乃（みんの） も驚きました。しかし、私は日本とその文化が大好き
です。パキスタンで日本人と結婚して来日し、それか です。日本は美しい国で人々は優しいです。
ある時、日本のセールスマンが家に来て、私にこう
ら38年以上経ちました。二人の子供も授かりました。
私は、パキスタンの首都であるイスラマバードから来 尋ねました「毎日新聞取っていますか？」その時、私
ました。ヒマラヤ山脈があり、とても美しいところで は「毎日」と「新聞」という日本語の意味は知ってい
す。パキスタンは、イスラム国ではありますが、キリ ましたので、「はい、毎日、新聞あります（届きます）」
スト教や仏教、ヒンズー教そしてシーク教を信仰して と答えました。そのセールスマンはもう一度同じ質問
をし、私は彼が何を聞きたいのか分からず、
いる人もいます。そうした様々な文化
繰り返し「毎日、新聞あります」と答え続
にも恵まれていて、そしてパキスタン
けました。この可笑しな問答を15分繰り返
人は友好的な人が多いです。
した後、そのセールスマンは疲れてしまっ
私はパンジャブ大学を卒業していま
たのかとうとう何も出来ずに帰ってしまい
すが、日本に来たときは日本語を全く
ました。
話すことが出来ず、夫との会話は英語
パキスタンに住んでいた年月以上に私は
のみでした。少しずつ日本語を独学で
日本で過ごしています。ですから、日本は
勉強しました。当時、国際交流といっ
私にとって母国のようです。今、たくさん
た外国人が日本語を学ぶための環境作
の素晴らしい日本の友達に囲まれて私はと
りがされておりませんでした。
ても幸せです。それはまるで親戚が身近に
義母は一日中私と一緒に家で過ごし
いるようで神に感謝します。
ましたが、何を話しているのか分から
ず、とにかく笑顔でいることに努めま
子どもの頃の
した。
ミンノさん（左）とお兄さん
来日当初、日本人の家の小ささにとて
7
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茶
回

話

会

中華ランチを食べながらお喋り

外国人委員会5月26日今年度の
第一回全体会と茶話会を開催し、
本八幡駅北口のパティオにある菜
福楼（さいふくろう）中華料理店
に17名が集まりました。
レストランでの集まりは今回初
めてであり、７か国（中国、タイ、
韓国、台湾、フィリピン、フラン
ス、日本）からの方々が美味しい
中華ランチセットを食べながら、
共通の言語、日本語で楽しくおしゃ
べりしました。久しぶりに会った
和気あいあいのランチタイム
方、初めて参加した方も喜んでいました。

（外国人委員会）

食事後にコーヒー等を飲みな
がら昨年度の行事を話し、今後
の活動やイベントについて意見
交換をしました。
皆さんから様々な素晴らしい
提案を得ることができて、有意
義な食事会になりました。
2時間半の間に多国の方とお話
ができて、皆さんの暖かい気持
ちで、今年度の良いスタートに
なったと感じました。
（田中 アイアン）

バディーズ5月の活動 フラダンス

（バディーズ）

テクテク歩いても汗ばむような陽気になった5月17日、 今回はIIA総会で披露させていただいた花笠音頭の練
われらバディーズのアイドル、ペルー出身のはーちゃん 習もしました。いまやバディーズの十八番である花笠音
こと、但木晴美さんにフラダンス
頭ですが、時間が経つと怪しく
を教え ても らい ま した 。 軽快 な
なるので 確認しながらこちら
「リロの歌」に合わせて、初心者
も数回繰り返し練習です。
向けの基本のステップを繰り返し
そして最後にまたフラのステッ
練習しました。ステップは簡単そ
プで気持ちのいい汗をかいてお
うに見えて、上半身は動かさずに
開きとなりました。
体重移動や、腕や手のしなやかな
緩やかな動きですが、習慣的
動き、それを追う視線など、美し
に続ければきっと美しいくびれ
く踊ることは実に難しい。しかし
ができるに違いない！
そこはバディーズ、とにかく楽し
家でも毎日続けてみようかし
日本の花笠音頭からハワイのフラダンスに挑戦
く体を動かせばよいのです。給水タイ
ら！
（狭川 章子）
ムにはいつものように、おしゃべりに花が咲きます。

2019年

IVIS バスツアー

（IVIS）

フェ・メニュ－を堪能しました。
5月26日は夏のような暑い日で
その後は午後の暑さの中、川
した。参加者はチベット、台湾、
崎大師へ。この川崎大師平間寺
フランスからの留学生とフィリ
は初詣で人気のお寺。厄除け、
ピンの家族とドイツからの母娘
交通安全をお願いすることが出
を含む総勢32名。行きのバスの
来ます。広大な敷地にインドの
中では早速英語での自己紹介が
お寺のような建物があり、その
始まり、一気に友達モ－ドにな
中の薬師如来様は身体の悪い所
りました。
と同じ所を撫でるとご利益があ
最初の日本民家園は17世紀か
るといわれており皆真剣に擦っ
ら19世紀に伝統的工法で建築さ
川崎大師の山門で
ていました。会館では緋毛氈の敷
れた農家や商人の家等25棟の野外
博物館です。舗装されていない坂道に沿って歩くと小川 かれたベンチで抹茶を頂くことが出来て生き返りました。
のせせらぎが聞こえ、木陰では涼しい風が吹いていまし 荘厳な本堂にお参りの後、大きな鉄製の提灯がぶら下がっ
た。また手入れの行き届いた水車が動いていたり、煙が た大山門で地元の方の英語の説明を聞きました。山門の
立ちのぼる囲炉裏を見学することも出来ました。民家園 前の仲見世通りにはお店が沢山並んでおり、そこでダル
のクラフト・グル－プが作った藁の輪投げ遊具で束の間 マ人形、咳止め飴やダルマ煎餅が売られていました。
帰路の車中でチベットの学生が母国の現在の状況を熱
子供にかえって遊びました。この民家園一帯は“川崎生
田緑地園”と呼ばれ岡本太郎美術館、ドラえもんで有名 く語ってくださいました。あっという間に市川に到着。
な藤子不二夫美術館が隣接していて、住民の憩いの場所 日本の今と伝統を体験できた貴重な1日でした。この企
になっているようです。その後バスは多摩川に沿って日 画・実行にご尽力下さった方、皆様本当に有り難うござ
（谷辺 順子）
航ホテルへ。私達だけの特別室で各人思い思いのビュッ いました。
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新入会員
法人会員
個人会員

3～5月/2019

社会福祉法人あけぼの福祉会 行徳あけぼの保育園
藤化成株式会社
氏名（ふりがな）

①国籍

②使用可能言語

市川市関ヶ島7-3

Phone : 047-357-2283

市川市平田2-24-4

Phone : 047-322-3231

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
荒木

マリナ（アラキ

マリナ）③異

高橋 玲緒奈（タカハシ レオナ）②英 ③日、通、異
田嶋 登（タジマ ノボル）②英 ③通、異
Narayan Mani(ナラヤン マニ) ①ニュージーランド
③ホ、日、異、通、外、青
ユウコ）③ガ、楽、メ、ロ、イ

山中

悠子（ヤマナカ

三枝

クリス テイナ（サエ グサ

クリス テイナ）① フィリピン
③外

佐々木 この子（ササキ コノコ）③異
高松 美江（タカマツ ミエ）②英 ③異、日、通
田中
栃澤

小林

ちこ（コ バヤシ

チコ ）②英

③ ガ、楽、メ、 ロ、イ、

石原

準一（イシハラ

日、異
ジュンイチ）②英 スペイン
インドネシア③異

江口
金子

洋（エグチ ヒロシ）②スペイン③ガ、日、通、異
隆一（カネコ リュウイチ）②英 ドイツ ③日

肥後

宏平（ヒ ゴ

コウヘイ ）②英
異

③ ガ、メ、ロ、 イ、通、

佐藤 ゆきこ（サトウ ユキコ）③ホ
増田あやの（マスダ アヤノ）②英 ③日、異

雅子（タナカ マサコ）②英 ネパール ベンガル③通
Gul Fatima(グレ フアテイマ)①パキスタン
トモミ）③ガ、楽、
メ、ロ、イ、ホ、
ともみ（トチザワ
向後 政子（コウゴ マサ子）③日

③異 、外

日

イベ ン ト情 報
◆ マレーシア料理教室 (バディーズ)
7月5日 (金) 10:00～13:00
日時
市川駅南公民館 調理室
場所
参加費 \600
持ち物 エプロン、三角巾、布巾
Phone: 047-332-6570
連絡先 山本 純子
◆ 全体会とフランス語講座 (イッシー市委員会)
7月20日 (土)
10:00～ 12:00 全日警ホール第2会議室
日時
9月14日（土） 10:00～12:00
場所 9月14日以降は未定、後日 web にて案内
参加費 500円
問合せ 野澤 順治 Phone: 090-8346-6408
◆ 中国語教室/中国語サロン (楽山市委員会)
7月9日 (火） 14:00～16:00
日時
全日警ホール
場所
問合せ 逸見 総一郎 Phone: 047-333-7412

7～ 9月 /2 019

◆交流会「もっと知りたいベトナム」 （異文化交流委員会）
7月14日（日）10:00-14:30
日時
駅南公民館
場所
参加費 ￥700（IIA 会員）￥800（非会員）￥500（小学生まで）
ベトナム料理教室 会食と交流（ベトナムの踊り他）
内容
先着30名
定員
申込み 村井 美和 miwa.5505murai@xrh.biglobe.ne.jp
◆ ペルー料理教室 (バディーズ)
9月6日 (金) 10:00～13:00
日時
市川駅南公民館 調理室
場所
参加費 \600
持ち物 エプロン、三角巾、布巾
連絡先 山本 純子 Phone: 047-332-6570
◆ シニア世代のノウハウを学ぶ (バディーズ)
9月20日 (金) 10:00～12:00
日時
市川駅南公民館 調理室
場所
参加費 無料
連絡先 山本 純子 Phone: 047-332-6570

◆ 中国語教室 (通訳・翻訳委員会)
7月21日 (日）13:30～15:00
日時
IIA 事務所
場所
問合せ 仙田 明子 email: akiko925@nifty.com
◆ ドイツ語講座 （ローゼンハイム委員会）
7月7日（日） 10:00～12:３0
日時
9月1日（日） 10:00～12:３0
中央公民館 9月1日は場所未定、後日 web にて案内。
場所
参加費 500円 お茶、お菓子代
問合せ 廣田祐策 email: hirota@jb3.so-net.ne.jp

◆ 英語グループ勉強会 (通訳・翻訳委員会)
7月13日（土）10:00～12:00
IIA 事務所
日時
8月10日（土）10:00～12:00
全日警ホール (変更になることがありますので HP で要確認）
場所
無料
費用
問合せ 傳谷 英 email: eidenya@jcom.zaq.ne.jp
毎月第2土曜日に英語グ ループの研修とコミュニケーションの向
上を図るために始めました。気軽に参加してください。

市 川 市 在 住 外 国 人 登 録 者 数 及 び 上 位 10カ 国 の 人 数
①中国

6,675(6,217） ②ベトナム

⑤ネパール

1,243(1,136） ⑥インド

⑨台湾

400( 361） ⑩ミャンマー

2 019 年 4月 27日 現 在

1,563(1,400） ③韓国
600( 533） ⑦スリランカ

（ ） 内は 昨 年同 月 数

1,528(1,505） ④フィリピン
588( 681） ⑧タイ

1,495(1,463）
487( 469）

290( 264）

総数109ヵ国 17,299人（114ヵ国 16,428 人） 市川市総人口数 489,705人（486,517人） IIAニュースNo.72
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I.I.A. News

No. 72

June 27, 2019

From the Editor: Following the recent increase in non-Japanese speaking IIA members, we have translated into
English a summary of IIA News.
P1
IIA and each committee have presented their plan of activities for this year. It was approved by the General
Assembly on May 19th. “Chef Teacher”, which won the Grand Prize at this year’s Regional Revitalization Award
will be in the final section of the summary. An exchange of video messages between the primary schools of Myoden
and Gardena City will be initiated to support international awareness among school children. On the other hand,
student delegates from Ichikawa Medan and Gardena will visit Medan and Ichikawa respectively and make
exchanges during their stay with their host families. There are many other activities where members can join freely
and feel good about. Let your powerful spirit be the driving force to stimulate international exchange.
P2
2019 IIA General Assembly
IIA General Assembly 2019 was held at the "Rose Room" Function Hall of Ichikawa City Cultural Hall on May
19, attended by approximately 100 attendees.
For the opening address, President Narita remarked, “With the motto of ‘Caring for other People’, I would like IIA
to develop into a place where everyone can participate and take an active role.”
The three agendas of the General Assembly - 2018 Business and Financial Report; 2019 Business Plan and
Budget; and Election of Officers, were discussed and approved.
Remarkable events during FY2018 include: many youth exchange programs and the “Chef Sensei” (Chef
teacher) project which won the Grand Prize of Regional Outstanding Achievement of the Year 2018.
The Financial Report Balance Payment showed a deficit of about 590,000 yen. As there are uncertainties in
future income forecast, it was reported that a Financial Adjustment Fund was established to prepare for future
financial deficits. In FY 2019, there will be a lot of activities such as, the city exchange programs and launching of
“World Friends”. As the budget draft expects some deficit in 2019, it was reported that some amount of money
was transferred from the financial adjustment fund to balance the income and expenditure. Also, 2019 is the year
for election of officers. The chairperson, an auditor, and the Secretary General were newly appointed.
Lecture: Ichikawa’s Approach to Olympic and Paralympic Games, Current Activities and Future
Developments
Mr. Kojima, the manager of Department of Cultural Affairs and Sports gave a lecture and introduced five examples
of the city's planned activities for Oly-Para 2020. Among the 5 presented were events related to Bulgaria as
Ichikawa was designated the host town for Bulgaria. He also stated that the city together with IIA will continue to
bridge the world through culture and sports.
New organization of the Division of International Policy
By Mr. Osamu Ikezawa, Director
“I used to work in the Division of International Relations where I served as an officer in-charge of Leshan
Committee for four years. This has given me lots of good memories. After a long absence, I have returned to do
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my tasks in cooperation with IIA again. There are still many projects this year, including delegations for and from
overseas-related cities. It is my pleasure to work with you again and we will give our full cooperation. “
By Ms. Eri Asao
I used to work at the Division of the Child Facilities Entrance Department. It is my first experience to work for
international exchange and I will do my very best to perform my new assignment.
By Ms. Emi Komatsu
In my previous job in the Public Relations & Hearing Division, I was assigned to publish PR magazines. Now, I will
be in-charge of Youth Delegation for Medan City and the October Fest event.
P3
After-Meeting Gathering: Celebration of Chef Sensei’s Grand Prize Award
In celebration of winning the grand prize in the “Koto” (Things) category of “Furusato Meihin” of the Year,
Regional Outstanding Achievement of the Year 2018, an award which commends excellent policies and new
challenges in various places in Japan, we invited some Chef teachers to give presentations to liven up the aftermeeting celebration. Everyone enjoyed the exchanges while tasting some of the dishes that were cooked at Chef
Sensei classes.
At the end of the gathering, we all danced the "Hanagasa Ondo" lead by the members of Buddies Group.
Messages from the New officers
Yutaka Kobayashi: Chairperson of Medan City Committee
“I was very surprised by the members’ strong commitment and passion towards Medan exchange activities. There
are many scheduled exchange activities with Medan this year. I also intend to broaden exchanges among
members, including visiting the embassy. I would need your strong support to enliven the historic Medan City
Committee.”
Haruo Takanashi: Secretary General
“At first, I was unfamiliar and lacked enough knowledge about international exchange/cooperation activities when
I was appointed as Secretary of General. In the past five months, I had the chance to get involved with your
activities and gradually learned what is required of the secretariat operation. Together with Ms. Hida and Ms.
Suzuki, we will do our utmost efforts to serve you and support your volunteer activities.”
IIA Sponsored Events
Survival Nihongo 2019 Summer Vacation Japanese Class
Date & Time: August 28 (Wed)

9:30-15:00

Place: Ichikawa 7th Junior High School, Lunch Room
Fee: ¥500 (including lunch) Quota: 40 students:

Application Deadline: July 13th

Application: IIA Office Phone: 047-332-0100, Fax: 047-332-0101 Email: info@iia21.jp
Youth Delegation to Medan Decided
Eight high school students and two staffs will be dispatched to Medan from August 12th to 21st. Orientation is
scheduled every Saturday from May 25 to July 6th. The students are doing their best to study the language, culture
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and history of both cities, and practicing for the presentation.
Medan City Official Delegation to visit Ichikawa
Period: July 15 (Mon) – 18 (Thu)
In commemoration of Sister Cities’ 30th anniversary, a commemorative ceremony will be held at Yamazaki Baking
Company Creation Center on July 16. We are looking forward to seeing you there.
Gardena Youth Delegation will visit Ichikawa
Period:

Jul 30 (Tue)-Aug 6 (Tue)

6 students and 1 chaperon will come to Ichikawa and will visit in and out of Ichikawa City as well as exchanging
activities with Ichikawa youth.
The farewell party will be held at Yamazaki Baking Company Creation Center on Aug. 5.
P4
Chef Teacher – Awarded Grand Prize of “Regional Outstanding Achievement of the Year 2018”
When I heard about this project by the International Policy Section in fall 2015, honestly, I balked and hesitated
at the enormous job of promoting international exchange and cooking for 3000 students in 110 classes of 39
primary schools in the city in the span of 4 years. Although this is a splendid opportunity to raise global-minded
people, it seemed difficult to achieve this idea through cooking.
Nevertheless, we initiated this daunting task by assigning 18 chefs from 13 countries, 4 leaders and 30 assistants.
For 3 years, they have tried their best to conduct cooking lessons in 106 classes of 36 schools. This project was
highly commended by teachers and students. Students praise it for the tasty food and interesting facts they learned,
while teachers are convinced that students need to experience more international exchanges through this kind of
project.
We applied for “Regional Outstanding Achievement of the Year 2018”, which aims to introduce the best initiatives
or products of every region. There were more than 170 entries for this prestigious award, and Ichikawa City’s “Chef
Teacher” project won the Grand Prize of the Regional Revitalization Award in the "Things/Event" category. During
the awarding ceremony on March 3, at the Cabinet Office auditorium, we received the certificate of commendation
from Ms. Satsuki Katayama, the Screening Committee Chief and Special Minister for Regional Creations.
At the ceremony, we were able to meet many people from other regions: a group who are working hard to spread
"UDON" in Kagawa Prefecture; a team that has developed vegetable kits in Miura, Kanagawa Prefecture; and
teachers practicing career education in Biei, Hokkaido. We received a lot of encouragement from them.
For us and for foreigners living in Ichikawa, it was a good opportunity to fonder about what we should do to bring
to reality the true meaning of a “hometown”, and to think deeply about our roles in raising and encouraging
children to become internationally-minded people. With this award, we are motivated to further enhance our future
activities.
Chef Teacher for Adults (Cross-Cultural Exchange Committee)
This cooking class was held at Danjo Kyodo Sankaku Center on June 2. The chef was Champica Herat from Sri
Lanka, who also works as chef at Sheraton Hotel in Urayasu. He was wearing a toque blanche (white, tall hat).
The height of such hats indicates the ranks of chefs, and his hat was towering in height.
Supplement 3

The menu of the day was an authentic Italian cuisine which consists of red sea bream aqua pazza filled with
clams, shrimps, and colorful vegetables and lemon-flavored fresh risotto with plenty of cream and cheese. They
were so delicious. He taught us some tips on better cooking, such as knowing the difference in taste based on the
timing of adding ingredients.
“Chef Teacher for Adults” is the adult version based on “Chef Teacher” classes at elementary schools. We have
introduced curry dishes from Bangladesh the year before, and paella from Spain last year.
P5
En-juku Theater Company Tokyo Performance Attracted the Audience (Medan City Committee)
On April 2, when cherry blossoms were in full bloom, 13 IIA members went to see the musical, “ Kagura
Village Murder Case ” performed by Indonesian students of the theater company, “En-juku”. The story of the
musical was about the mystery of the murder case that happened at the village of Kagura on the first day of the
village’s festival. Every year, En-juku chooses the Japanese performing arts as their theme and this time they
wore colorful Kagura costumes made by themselves and danced with the beat of the drums, bamboo flutes and
other percussions. Their Japanese were very fluent and well understood since they studied and practiced hard.
In the second part of the show, young students performed an Indonesian song and contemporary dance that
livened up the crowd when they stepped down from the stage and urged the audience, including us, to dance
with them. This music performance is held every year during the cherry blossoms season in several cities, from
Kyushu to Tokyo - just like chasing the cherry blossoms front. Next year, the performance is expected to be
completed as they head to Tohoku. Their hope is to make music a means of introducing Indonesia to Japan and
to the world. I am confident that their experiences here will serve as a bridge towards a closer Japan and
Indonesia relations. (Masako Aono)
Lecture Meeting "Green New Deal”; Tracing the tendency of American Socialism (Gardena City
Committee) On May 31, we had a lecture meeting at Zennikkei Hall with lecturer , Mr. Noboru Kohsaka.
The theme of the lecture was the Democratic Party’s "Green New Deal” resolution and the tendency of American
socialism behind the party’s policies. The Green New Deal (hereinafter referred to as "GND") resolution was
drafted in February by the Democrat Representative Alexandra Ocasio Cortes (age 29), in collaboration with
Senator Edward Marquee. The resolution is a grand plan that includes not only environmental issues but also
major reforms involving social and political issues. The plan points out the following : ① To reduce greenhouse
gases globally by 40 to 60%, from the 2010 level, by 2030 and achieve zero real emissions by 2050. ②to achieve
less carbonized industries through renovation of existing buildings, energy saving of new buildings, shifting to
renewable energy, maximum elimination of greenhouse gas in agriculture, livestock farming industries, and
improvement of transportation system. ③ to build the new legal system in order to make GND possible, to provide
higher education for the whole nation, to participate in GND, and to guarantee the jobs, paid leaves and postretirement life benefits. However, there are problems such as, lack of financial backing and rash process on the
plan. Although the resolution was rejected in the Senate and not yet submitted to the Parliament, it can be an
issue in the presidential race as Americans are highly interested in the issue of climate change.
In the second half of the lecture, he talked about the socialism tendency behind the policies of the Democratic
presidential candidates and how Americans think about socialism. It seems that the way of thinking about socialism
is changing. According to the 2018 Gallup survey, 51% (1942: 40%) say that "Socialism is bad", but 43% (26 2%
in 1942) "Socialism is good". In particular, the millennium generation (born from the 1980s to the 2000s) has
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different values, economic senses, and vocational views from the past and they are racially diverse. Also, they are
Democratic supporters, and could have a powerful influence on the future elections. But it seems dangerous to
rely too much on this generation because the Democratic Party may be labeled as a socialist party.
The main policies of the Democratic Party presidential candidates include: Health insurance for all people,
(Obama-care), free tuition in public colleges, job guarantee by federal government (employment in specific
districts) , Universal Basic Income ( $ 1,000 a month for adults), compensation for the offspring of slaves cost
enormously and increase the deficit. As a plan to save the plight, some lawmakers call up “Modern Monetary
Theory (MMT)” (the theory that fiscal failure will not occur as long as domestic currency bonds are issued) .These
policies tend to be regarded as socialist, and it is the focus of attention whether the Democratic Party will take
these as policies and enter the next presidential election.
The Presidential Election 2020 would be important for both America’s future and the global world.
P6
Retrospective to Heisei through Tea Ceremony (In cooperation with IIA)
The 22nd Ichikawa Pine Tree Lions Club charity tea ceremony was held at Ichikawa Bunka Kaikan on March 31,
when the cherry blossoms were in full bloom. IIA tea ceremony team helped in the reception and in serving about
140 guests. It was a memorable tea ceremony because it was held before the new era was announced. While
having the ceremony and enjoying the good taste, we expressed our wish for peace considering the relief activities
that IIA made in the disaster area in Heisei period and the implementation of disaster prevention training activities
every year.
Some of the guests had a nostalgic feeling while drinking tea in their bowls. I was delighted to hear them say that
it was delicious. The days of Heisei went around in my mind as I drink a bowl of tea with a relaxed feeling. This
became a page of my good memories. I would like to move on to the new era with the love of Heisei and with
dreams and hope for Reiwa era.
Receiving Government Officials from Leshan (Leshan City Committee)
On a sunny day in May, six government officials from Leshan City visited Ichikawa. We brought them to the Guo
Moruo Memorial Museum where moss phlox was in full bloom on the next day, The staff members gave them an
enthusiastic welcome and explained the details of Mr. Moruo’s lifestyle and activities in Japan.
They enjoyed tea ceremony, watching Japanese dance and Noh “Genji” recitation conducted by IIA members.
We commemorated Mr. Moruo for about an hour and later had a wonderful time for international exchange.
Szechuan Fes 2019 (Leshan City Committee)
I visited the Szechuan Festival on April 21 which was held at the Shinjuku Central Park. It was held to introduce
the authentic Szechuan Foods for the third time this year. I went there with the members of the Leshan Committee
and my daughter with whom I would like to experience the festival.
There were a variety of interesting stage performances such as, music, talks, rapid changing mask performance,
and erhu. After taking a delicious lunch by ordering from a “kitchen car”, we went to see a Jackie Chan
impersonation performance, which really looks like the Hong Kong movie star, Jackie Chan and made us laugh.
At the end of the festival, a big Janken tournament was held and participated by all attendees. Mr. Hemmi was
one of the last two people left in the game, but he lost in the end and was very disappointed.
I'm looking forward to having a delicious Szechuan day again next year.
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P8
Multi-culture Lunch Meeting (Foreign Residents Committee)
On May 26, a lunch gathering and meeting was held at a Chinese restaurant near Motoyawata station. This was
the first meeting for the new fiscal year. The lunch meeting was attended by 17 members from various countries
– China, Thailand, Philippines, France, Taiwan, Korea, and Japan. It was also the first time for the group to hold
the meeting at a restaurant instead of a meeting room. While enjoying a variety of sumptuous Chinese food, we
had a great time conversing in Japanese, as our common language, but we also had the chance to chat in our
own languages. We were delighted to meet a new member and some attendees whom we have not seen for
awhile. When everyone had finished eating, we began to talk and exchange ideas about this year’s and future
activities. I was amazed by the interesting ideas shared by some members. For 2 hours, we had an amusing and
fruitful lunch meeting. With this, I feel that we are off to a good start for this year’s activities. (Ian Tanaka)
Hula Dance (Buddies)
On early summer day of May 17, we had a Hula Dance lesson with our teacher, Ms. Harumi Tadaki, who
originated from Peru. We, as beginners, practiced the basic steps repeatedly with the swinging music of "Song of
Lilo". Hula dance requires a weight shift without moving the upper body, a flexible motion of arms and hands, and
eye expression. It was not easy for us to dance Hula beautifully but we made up our mind to “just do it !”.
On the same day, we also practiced the Hanagasa Ondo, which we presented at the IIA General Assembly. We
have danced the Hanagasa Ondo many times in the past, but we felt the need to review and practice for the
assembly. To close the lesson, we practiced Hula again. Although Hula dance movements are rather slow, we
think we will have a beautiful waist if we dance on a regular basis. Let's continue practicing at home every day!
Bus Tour in 2019 (IVIS)
It was like a hot summer day. The total number of participants were 32 including students from Tibet, Taiwan,
France, a Filipino family and the German mother and daughter. On the way to the destination, self-introduction in
English started right after the departure. Everybody seemed to have become relaxed and friendly after hearing
some humorous speeches.
The first site was the Japanese Open-Air Folk Museum (Nihon Minkaen). It is known for the collection of 25
Japanese folk houses (such as farmers and merchants), which were built in the 17th -19th century using traditional
Japanese architectural techniques. While walking along the unpaved sloping road, we could hear the stream in
the distance and felt the gentle breeze. Also, we saw a beautifully preserved watermill and observed Irori
(Japanese traditional fireplace) from the smoke that was billowing up. We were reconnected with our childhood as
we played quoits which were produced by a craft group belonging to the Minkaen. This area including the Minkaen
is called Ikuta Green Park (Ikuta tract of land). The Okamoto Taro Museum and the Fujiko Fujio Museum (famous
for Cartoon character, Doraemon), are in the vicinity, adjacent to the Minkaen. This district seems to be place of
rest and relaxation for every citizen.
Next, the bus headed south passing along the Tamagawa River and reached our lunch site, the Nikko Hotel.
There, everyone enjoyed their favorite dishes at the reserved room.
Under the afternoon’s muggy hot temperature, the bus proceeded to the second destination, the Kawasaki
Heigenji Temple. This temple is very popular for the Hatsumode (New Year first visit to a place of worship) where
people pray to ward off all evils and to ask protection for safe driving. Within the huge premises, there was an
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outward appearance of Indian temple-style architecture, which houses a small statue called Yakushinyorai. You
can pray for recovery from illness and for a sound body by gently stroking the part of the statue that relates to your
own ailment. So, members enthusiastically patted the parts of their interests. At the main building, we were served
with Maccha (Powdered Green Tea) while sitting on the red-colored carpet bench. What a great relief!!
After our worship of the sacred statue at the solemn main hall, we proceeded to the large front gate where a big
lantern made of steel was hanging down. We listened to the explanation on this historical monument from the local
volunteer guide. In front of it, there was a shopping arcade with so many stores selling Daruma dolls, cough drops,
and Daruma shaped rice crackers. In the bus, on the way back home, one Tibetan student was eagerly talking
about his country’s current circumstances. We reached our hometown in the blink of an eye. We have experienced
the modern and traditional aspects of Japan during this outing.
I would like to thank all people involved in planning and carrying out this project, and the participants as well.
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