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シェフ先生に次ぐ学校との連携事業「ワールドフレンズ」がいよいよ始まりました。ビデオレターで外国

の学校と交流します。妙典小学校の6年生3クラスが手づくりビデオを作成しました。写真はビデオの場面を

切り取ったものです。上の写真は昼食風景、下はみんなで黒板に書いたメッセージです。2頁に続く。
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「ワールドフレンズ」は、市川市の多文化共生推

進事業として今年度から始まった学校間交流事業

で、IIAは市の委託を受け

て事業運営を行います。こ

の目的は、オリンピック/

パラリンピック開催に向け

て姉妹・友好都市およびパー

トナーシテイと学校間交流

を行うことで、市川市の青

少年の国際意識の醸成を図

るものです。

具体的には、市川市の小

学校と提携都市の小学校の

間で年3回のビデオレター

（ビデオ撮影による動画）

の交換により互いの学校活

動の様子（風景、授業、部活動、給食、運動会、

文化祭などのイベント）を知りその感想を述べあ

うものです。

初年度となる今年は、妙典小学校とアメリカの

姉妹都市ガーデナの186通り小学校(186th Street

Elementary School)の間で実施が決まり、8月に

妙典小学校から最初のビデオレターが送られまし

た。IIAでは、ビデオ撮影、編集を広報委員会、ビ

デオ内のメッセージやナレーションの翻訳（英訳、

和訳）を通訳翻訳委員会、全体にわたっての補助

をガーデナ市委員会が担当し

ています。

妙典小学校から、生徒の自

主性を重んじてなるべく生徒

の手づくりで完成させたいと

の希望により6年生3クラスそ

れぞれがシナリオ作成、アイ

パッドによる撮影、出演を行

い、ナレーションもできる限

り英語で行いました。校歌に

も歌われている学校の理念で

ある「あったかハート」を前

面に出しての力作です。次は

186通り小学校からのビデオ

レターと感想フォームの到着を待ちます。このパ

ターンを3回繰り返し、まとめます。

直接ではないにしろ、多くの生徒たちが一度に

外国の同年代の子どもたちと接し、学校活動の様

子を通じての異文化体験ができることはこれまで

にない青少年交流事業であり、今後の発展が期待

されます。 （広報委員 山本 怜）

メダン市から、エルディンメダン市長はじめ、総勢17名が、市川市を訪問しました。

7月16日市川市役所で、市川市長・市議会議長に表敬訪問し、午後は消防局で、はしご車などの消防

設備の説明を受け、行徳では神輿ミュージアムを見学しました。

夕方から行われた、市川・メダン姉妹都市締結30周年の記念式典では、消防音楽隊の歓迎演奏で入場

し、両市の市長の挨拶等がありました。また、30周年の記念品として市川市から、防火衣の寄附贈呈が

ありました。

引き続き市川市主催の歓迎会が行なわれ、両市の出席者が和やかに歓談しました。日本文化紹介で、

女太鼓の、手児奈太鼓が披露され、インドネシアの人達も和太鼓に挑戦し、会場からの盛大な拍手で、

盛り上がりました。

翌17日、メダン市議会議員団が、国会議事堂の参議院議場を見学しました。議長席の後ろに天皇陛下

のお席があることも驚きのようでした。

交流は、2日間だけでしたが、エルディン市長が言われた「今まで以上の広い分野での交流」が実現

出来ることを願っています。 （青野 雅子）

姉妹都市締結30周年記念式典

消防局にて(左）

国会議事堂(右）

ワールドフレンズのイメージ

メダン市代表団市川市訪問
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日本の暑さ、何のその! 充実の8日間！
ガーデナ市青少年代表団来市

Angel Austin Erika Susie Rache l Laura Stephanie

梅雨明け直後の7月30日、ガーデナ市から派遣された6名の派遣生と引率者1名が成田空港に到着し

ました。14才から17才の高校生、大学生で女性5名、男性1名です。引率者は今回から新しい女性の

市職員、スージー・サンタナさんです。空港を出るとムッとした熱気で、初めて経験する暑さにびっ

くり。でも元気にホストファミリーが待つ市役所へ出発しました。

今回は予想を超えて多くの方からホストファミリーに応募があり、派遣生1名ずつのホームステイ

が可能となりました。引き受けていただいた家族の方々、応募いただいた方々に感謝します。

2日目からは、スケジュールに沿って、視察、訪問、研修などを精力的にこなしました。その中に

は1泊2日の県北総地区（成田市）での研修も含まれています。

千葉商科大学、成田山新勝寺、房総のむら、市長・副議長への表敬訪問、国分高校、スカイツリー、

納涼花火大会、神輿ミュージアム、行徳ふれあい伝承館などです。主な様子は写真をご覧ください。

8月5日には、IIA青年・学生委員会の学生たちとの意見交換もあり、滞在中のふりかえりやこれか

らの交流について語り合いました。その後、派遣生たちは、ゆかたに着替え、日本文化体験で竹細工、

折紙、けん玉、羽根つきを楽しみました。そして、送別夕食会では、昨年ガーデナを訪問した市川の

青少年との再会や、歌とダンスの披露、たくさんのお土産など最後の夜を楽しみました。最後に派遣

生ひとり一人から感想が述べられ、美しい風景、親切な人々、時間に正確に物事が進むことなどが話

されました。そして、ホストファミリーや受け入れ準備をしてくれたすべての人々への感謝もわすれ

ませんでした。

心配された酷暑も乗り越え、全員元気で滞在を終えたことが何より良かったと思います。ガーデナ

では、楽しい思い出を多くの人に伝えてください。 （山本 怜）

市川市青少代表団メダン市派遣
市川市在住の高校生（男性2、

女性6）が、8月12日～21日、イ

ンドネシアの北スマトラのメダ

ン市に派遣されました。

7回のオリエンテーションで、

メダン市や市川市の概要や、英

会話やインドネシア語の勉強の

他、現地で披露するドラえもん

音頭、浴衣の着付け等を練習し、

最後に市川市動植物園で、メダ

ンから寄贈されたオランウータ

ンに面会して出発しました。

現地では、インドネシア独立

記念日式典参列、トバ湖見学、

学校訪問（習字など日本伝統文

化を披露）北スマトラの伝統服

の着用など体験をしました。

帰国報告会で、生活、食文化、

貧富の差の違いなどに驚き、い

ままで当たり前と思っていた日

本の良さを、再認識したと話し

ていました。

将来、先生、介護士、JICAで

働きたいと話してくれた派遣生

たち、メダン市との友好の架け

橋になってくれることでしょう。

（青野 雅子）

成田空港到着 成田山新勝寺 国分高校で交流 浴衣で歓送会

伝統服の着用を体験

トバ湖にて
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来日したばかりの小、中学生が少しでも日本語、

文化に慣れて9月からの新学期に元気に登校できる

ようにと、今年で13回目を迎えた当教室。元気な各

国の子供たちが9か国20人、これを盛り上げるボラ

ンティア、通訳を含め、50人余がスコールのような

雨が時折襲う8月28日市立七中に集まりました。

まずお互いの気持ちを和ませるアイスブレーキン

グは藤田裕子さんが指導するラジオ体操第一。はつ

らつと体を動かすボランティアに習い、子供たちも

一緒懸命。目的は果たしたようです。

先ずはグループ内で自己紹介。名前、出身国、町、

学年、好きなことを話しました。1、2時間目は学校、

町の言葉。コンビニ、薬局、病院などを地図の上で

探したり、カードを神経衰弱ゲームのように使い同

じ施設の絵札をめくり、取って楽しく覚えていきま

す。

3時間目の図工はうちわに折り紙で

作った金魚を貼り絵を描き涼し気な

オウンうちわを作りました。

そして待ちに待ったランチ。まず

手洗いの習慣をつけて、宗教、国を

考慮して豚や牛の入っていない種類

もあるサンドイッチ、バナナ、そし

てお菓子。みんなとても打ち解けて

美味しそうに食べていました。

4時間目は各国のお国自慢。国旗を描き、首都名、

母国での通貨・挨拶・友達という言葉を書き、そし

てお国自慢を発表。フィリピン「マンゴ、クリスマ

スの長期休み、コロンビーチ」、スリランカ「リン

ゴ、カレー」、タイ「水上マーケット」、キルギス

「美しい自然、はちみつ」、スーダン「ピラミッド」、

モンゴル「モンゴル相撲」、ネパール「美しい自然・

エベレスト」、バングラデシュ「独立の英雄・ラフ

マン大統領」、中国「万里の長城、長江三峡」

5時間目は交通安全教室。市の交通政策課の協力

で道路での注意事項。特に小学生には横断歩道の渡

り方、中学生には自転車の注意事項。自転車で止まっ

た時、右側に降りてはいけません。車と接触するか

もしれません。知ってましたか。

あっという間の一日です。並んで見送るボランティ

アの「お疲れさま」という言葉をうけ「そんなこと

ない、全然疲れなかったよ。楽し

かった」と応えてくれた言葉で、

今日の成果は満点だったでしょう。

事前にたくさんの用意をしてく

れたボランティアの皆さん、そし

て通訳で頑張ってくれた皆さん、

ありがとうございました。

（広報委員長：篠原 剛）

終 了 行 事 の 報 告

舟をかたどった

流線型のユニーク

な校舎。教室もま

たユニーク。廊下

側に仕切りがあり

ません。そんな解

放感に満ちた妙典

小学校で 6月 9日

久しぶりの国際理解教室が開催されました。

今回はフィリピン、シリア、風邪で出席できなく

なったメキシコのピンチヒッターが市川市を紹介し

ました。

民族衣装に身を包んだ田中アイアンさんがフィリ

ピンについて話してくださいました。150以上の言

語、185の方言。それをを纏めているのが公用語の

一つ、フィリピノ語。学校での勉強はもう一つの公

用語の英語。7,000以上の島があり、80％がカトリッ

ク教徒で、1億人が住む島国フィリピン。国旗は上

が平和を表す青、下が勇敢さを表す赤。ここでビッ

クリの発見は、この国旗を逆さに掲揚（上が赤、下

が青）した時は戦争状態に入っていることを示すそ

うです。生徒たちは真剣に聞き入ります。質問コー

ナーになると子供たちの質問攻めです。どんなもの

を食べていますか？豚肉とか魚が主です。体育の時

間は何をしますか？バスケットや、バンブーダンス

が盛んです、などなど質問はやみません(次頁へ）

国際理解教室（異文化交流委員会）

私達は、市川市の青少年代表として、姉妹都市のメダン

市を訪問してきました。

私がこの派遣に参加する一番の目的は、現地の人々との

交流でした。なぜなら私は今までメダンの事を知らなかっ

た為、市川とメダンが姉妹都市であるということを知った

時、私はこの派遣に参加しない限り、一生のうちに一度も

メダンへは行かず、そこに住む人達とも出会うことは無い

だろうと思ったと同時に、そんなの絶対に勿体ない！と思っ

たからです。

メダンでの生活では、出会いの連続でした。副市長やそ

の他の方々、観光中声をかけてくれた学生達、市場で値下

げをしてくれたおばさん、式典の時に頑張って英語で話し

てくれた小さな女の子、夕食会で手を振りあった女性、一

緒に踊った学生達、学校で日本文化を教えた生徒達、そし

て私を温かく迎え入れ、本当の家族の様に優しくしてくれ

たホストファミリー。全員、この派遣だけでしか出会えな

かった人達なのだと考えると、本当に参加してよかったと

実感しました。

今では外国の人とも簡単に連絡が取れる時代なので、私

はこの貴重な出会いに感謝し、一生大切にしたいと思いま

す。

サバイバル日本語教室 in いちかわ2019開催（IIA主催）

元気いっぱい

田中アイアンさんのお話し
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シリアはシハブ・タリクさん。日本在住が長く

漢字も難なく書きこなします。首都のダマスカスは

紀元前10世紀に存在し、首都という機能の元となっ

た都市だそうです。歴史的建造物が多くとてもきれ

いな、荘厳な建物をたくさん紹介してくださいまし

た。生徒の前では話しませんでしたが、二人になっ

た時寂しげに話したのは、今では多くのこれらの素

晴らしい歴史的建造物は内乱でほぼ壊滅状態になっ

てしまっていると。

ピンチヒッターとして話したのは異文化の委員長、

村井美和さん。市川市の外国人の国別人数、海外都

市提携、交流の重要性などをスライドを使ってわか

りやすく説明しました。どこかで見たスライドだと

思ったら、シェフ先生の時のものでここでも国際交

流に役立っています。

妙典小学校6年生は、いつもとちょっと違った授

業に何かを感じ取り、今後の国際交流にこれらの知

識を役立ててくださることでしょう。（篠原 剛）

6月30日、昨年に続いて今年もヨガ講習会が行わ

れ、男女共同参画センターに25名が参加しました。

参加者はヨガのベテランなのでヨガマットを持参

してきました。先生の指導の下で先ず体をほぐすこ

とから。次にいろいろな易しいポーズを作って普段

使っていない筋肉を優しく伸ばしてとても気持ちが

よかったです。

ヨガ講習会の後、タイのスイーツを堪能しました。

ココナツミルクとクワイで古田ノンラックさんがタ

イでよく食

べられてい

るスイーツ

を作ってく

れました。

運動の後冷

やしたタイ

のスイーツ

がピッタリ

でした。 （鈴木 迎慶）

ヨガ講習会＆タイのスイーツ（外国人委員会）

今や韓国を抜いて市川市

在住外国人数第2位を占める

ベトナム。皆さん、どのく

らい知っていますか。7月14

日に遠くは群馬県から20名

を超すベトナムの方々を含

め総勢40人が駅南公民館に

集まってくれました。

第1部は食文化。ベトナム

の屋台の定番「バインミー」、

大根とニンジンの酢漬けと

ベーコンにたっぷりのクリームチーズをつけ、パク

チーをトッピングしバケットに挟みました。パクチー

が効いてエキゾチックにして美味。病みつきになり

そうです。そしてもう一品、揚げ春巻き。具だくさ

んで、バリバリした皮がおいしい。日本のものとは

ちょっと違った、これまた逸品。

第2部は歴史、文化の紹介。S字型に南北に長い国

土に54民族、9600万人が暮らします。観光は3000m

級の山、ファンシーパン、中世ヨーロッパを彷彿さ

せる見事な景観のバナヒル、き

れいな砂浜と海の南部ナチャン

には多くの客が押し寄せます。

民族衣装はご存知アオザイ。ス

ラっとした女性の姿を思い起こ

す人が多い中、男性も着用しま

す。

そして最後は公民館がオペラ

座と化しました。なんと素晴ら

しいベトナム人テノール歌手2

人。もちろん素人ですが。

Vietnam with loveと歌劇「トゥーランドット」の

「誰も寝てはならぬ」を朗々と歌い上げました。思

わず「ブラボー」という声が。素晴らしいの一言。

そして最後はみんなでVietnam with loveを大合唱

し、またこの歌を共に歌える日を約束しながら別れ

ました。 （篠原 剛）

もっと知りたいベトナム（異文化交流委員会）

海外の学生を招いて日本の歴史、経済、文化等を

学ぶ、2019CUC（千葉商科大学）サマープログラム

が7月8日から始まり、26日には「浴衣・

打ち水体験」が行われました。13ヵ国、

62名の学生が参加し、その中にはイン

ドネシアの北スマトラ大学の学生2名

（メダン出身者）も含まれていて、話を

聴くことが出来ました。

2人とも日本が大好き、1人は経営学

を、1人はコミュニケーション学を学ん

でいて、卒業したら日本で働きたいと話

していました。日本国内を旅行し、いろいろな体験

もし、人々にも触れあって記憶に残る良い印象を持っ

てくれたようです。

講師の方から着物について説明を受けたあと、着

付けが始まりました。大学から依頼を

受けてIIA会員である井上馨さん以下

24人が手早く着付けをし、学生たちは

大喜び！歓声をあげながら写真を撮り

あって大盛り上がりでした。天気が悪

くて打ち水体験はできませんでしたが、

日本文化体験を楽しめたようです。

（吉田 昭枝）

CUCサマープログラム（IIA協力）

メダンからの2人と
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去 年7月 ローゼ ンから 訪れた 女学生 Cl a r i s s aさん

が 東京 の大 学夏 季研 修を 受け るた めに 来 日。 7月 22

日午後 、秋葉原駅前 ドイツ料理 店「銀座 ライオン」

にて歓迎会を開催し、13名が参加しました。

まず ビー ル で乾 杯 。店 は 開店 5周年 記 念で マ ジッ

クショ ーが有り、私 達はこのマ ジシャン をテーブル

に呼び カードゲーム などで、盛 り上がり は最高潮と

なりました。

あっ とい う 間に 制 限時 間 の2時 間が 過 ぎこ こ で解

散 。第 2部は バス に 乗り 清 澄白 河 の江 戸 深川 資 料館

を見学 して夕方解散 しました。

翌 日 の2 3日 には 市 川 公民 館 の 和室 に て当 会

会員 の 佐 藤 和 子さ ん に よ る お 茶 の 作 法の 手 ほ

どきを 受けました。 緊張した 面持ちで半 日ほど作 法

を経験 し良い思い出 になった ことと思い ます。日 本

の代表 的な文化でも ある茶道 の奥深さの 一端をド イ

ツ に 持 ち 帰 っ て い た

だ け れ ば 幸 い で す 。

(後関 正・廣田 祐策）

ローゼンハイム女子大生来市（ローゼンハイム市委員会）

8月23日インドネシア大使館を訪問し、副大使か

ら、日本の技術で建設したジャカルタの地下鉄、ス

ラバヤの高速鉄道など、最近5年間のめざましい発

展の説明を受けました。また、ジョコ

大統領がG20のメンバーになったこと

が披露され、2020年には2億6,500万

人の人口の5分の1が中間層入りすると

のことです。国の東から西まで、飛行

機で8時間かかる広い国土に17,000の

島々があり、ほとんどはまだ未開発で

す。

その後、参事官から、映像を交え、

観光地、コモドオオトカゲ、楽器のア

ンクルン、織物などインドネシアの文化の紹介があ

りました。

高速道路建設や、第2のハブ港としてクアラタン

ジュン港を拡充し、メダン市の南にある果物、農産

物の産地から、鮮度を保ち新鮮なまま、日本へも送

りたいと話されました。

さらに労働分野では、特定技能

ビザにより、看護福祉士などを日

本に送り込むことができるように

なり、国内で日本語の学習を進め

ているそうです。

訪問終了後、インドネシア料理

店「チャベ」で、インドネシアの

味を楽しみました。

(青野 雅子)

インドネシア大使館訪問（メダン市委員会）

イ ベ ン ト 情 報

神妙にお茶の作法を習う

①マレーシア料理（7月5日）：バディーズ恒例の料理のイベ
ントの日に本格的なマレーシア風チャーシューライスの作り方を
習いました。教えてくれた沈美利さんのレシピにはチャーシュー
の作り方のほか、味付け卵ともやし和えやカップバナナケーキと
鴛鴦(おしどり)ミルクティーの作り方も書かれていました。楽し
く作り始めてからあっという間に2時間が過ぎ、ボリューム満点の
マレーシア風チャーシューライスにデザートと飲み物つきのフル
セットを作り上げました。味はやや濃いめでしたが、普段中華料
理を食べなれた私の口に合いました。肉料理大好きな息子に食べ
させようと思って、その日のレシピを持ち帰りました。全種類の
調味料が揃わなかったせいかイベントの日に作ったチャーシュー
と色も味も少し違いましたが、わが子は完食してくれました。

(周 斌 )
②ペルー料理（９月６日）：スペインの煮込み料理エストファー
ドを作りました。初めてのペルー料理ですが、中国人の私には中

国にも煮込み料理が多いのでうまくできました。肉と野菜のバラ
ンスがよく、赤色が鮮やかで美味しく体にも良いと思います。調
理時間も短いのが主婦には助かります。うちの子どもは肉がすき
なのでこれからはペルーのエストファードを作ってあげようかな
と思います。 （周 鵬）

楽しい料理教室2題（バデイーズ）

ペルー料理の先生スサナさん

マ
レ
ー
シ
ア
料
理
の
先
生

沈
美
利
さ
ん

1 0 ～ 1 1 月
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わたしの母国、わたしの市川（16）アメリカ合衆国

Hello, I'm Kerry Drew.
I, my wife, Keiko Nakamura, and our daughter Lyra (7) moved from Tokyo to
Ichikawa in the spring of 2015.
I'm originally from Berkeley, California, near San Francisco, USA. Keiko is
from Nagoya, and Lyra was born in Tokyo.
I first came to Japan in 1991, and I returned for visits in 2007, 2008, and
2009, when I met Keiko in Tokyo.
Keiko is an experienced elementary school teacher, but she's also a talented
amateur Jazz singer, and I've also been a musician in the past, singing Blues,

Swing and Country music.
We love living in ichikawa. Its many parks, green areas and closeness to the beautiful seashores of Chiba make it
a wonderful place to live, and it is quite easy to get from Ichikawa to Central Tokyo when we want to enjoy some
art events, festivals, or just a taste of the big city.
I work for the Maple Language School in Ichikawa. One of my favorite duties is teaching for the Ichikawa English
-language club at the Ichikawa Kominkan.My students are mostly retired people between 65 and 85 years old,
and although I am their teacher, I often learn so much from them, I feel as if I'm their student!
Because I love history, nature, and traditional Japanese arts and culture, one of my enjoyable hobbies is giving
local nature and history tours with my Meetup Group which is called "Omatsuri Japan".
(http://meetu.ps/c/2wFGm/Htqc/d on Meetup)
In this group, I take our members to a variety of cultural events and interesting historical places in the greater
Tokyo area, and I also give some commentary to interpret or explain my understanding of why these places are
important. My group has about 1,400 members now, 50% of them are foreigners and 50% are Japanese people.
You are all welcome to join us!
Our daughter Lyra is a second grader at the Mama Elementary School. Aside from her studies at school, she also
enjoys learning hip-hop dance, playing the piano, and shuji, Japanese brush writing.
Lyra has recently joined the Basketball Club at her school, and she's also taking ballet classes at a local culture
center.
Ichikawa is an interesting City. It is part urban, suburban and is still an active agricultural area.
Although the farmlands and green spaces in Ichikawa are shrinking, as many new buildings are going up, we
love our community, and our neighbors, and we have found the people of Ichikawa to be warm, helpful and
welcoming.
We've enjoyed taking part in many of the Ichikawa International Association's group activities, and performances
over the past several years, and we hope to see many of you at a future event!

ケリー・ドリューさん

こんにちは、私はKerry Drewです。私と妻のケイコと娘のLyla7
歳は2015年の春に東京から市川に引越してきました。私はもともと
はサンフランシスコ近郊のカリフォルニア州Berkley、ケイコは名
古屋出身で、Lylaは東京生まれです。
私の最初の来日は1991年で一旦帰国後も2007年、08年、09年と来

日しました。ケイコとはその時東京で巡り会いました。彼女は経験
ある小学校の教師であると同時に才能あるアマのジャズ歌手で、私
も昔はブルースやスイングそしてカントリーミュージックを歌う歌
手でした。
私たちは市川で楽しく暮らしています。ここには沢山の公園、緑

の地域があり、千葉の海岸にも近く、住むには素晴らしく、芸術の

催し、フェスティバルや大都市の雰囲気を楽しめる東京中心部にも
簡単に行くことができます。
私は市川にあるMaple Language Schoolで働いています。私の楽

しみな仕事の一つは市川公民館で開かれているIchikawa English-
language clubで教えることです。生徒たちは多くが65から85歳

の退職した方々で、私は先生でありながらも彼らから多くのことを
学び、私があたかも生徒のように感じることもあります。
私は歴史、自然、日本の伝統的芸術や文化が好きで、楽しい趣味

の一つはOmatsuri Japanと呼ばれるMeetup Groupで地域の自然や歴
史探索ツアーを企画することです。（次頁へ続く）
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①中国 6,776(6,332)②ベトナム 1,539(1,398)③韓国 1,503(1,506) ④フィリピン 1,502(1,490)

⑤ネパール 1,294(1,187)⑥インド 632( 551）⑦スリランカ 538( 650) ⑧タイ 486( 467)

⑨台湾 410( 360)⑩ミャンマー 329( 278)

総数108ヵ国 17,492人（107ヵ国 16,533人） 市川市総人口数 490,208人（487,380人）

氏名（ふりがな）①国籍 ②使用可能言語 ③希望する委員会等 ④趣味・特技
委員会等の略号 ガ：ガーデナ、楽：楽山、メ：メダン、ロ：ローゼンハイム、イ：イッシー・レ・ムリノー、
ホ：ホームステイ、 日：日本語教室、通：通訳翻訳、異：異文化交流、外：外国人、青：青年・学生 （敬称略）

市川市在住外国人登録者数及び上位10カ国の人数 2019年8月31日現在（ ）内は昨年同月数

新入会員紹介（5月～8月）

内山 舜介(うちやま・しゅんすけ）③青、異

八幡 葉子（やはた・ようこ）③日

吉崎 晴子(よしざき・はるこ）

樋口 修(ひぐち・おさむ）③メ、

八木 さとこ(やぎ・さとこ）②中国語③通

大塚 南(おおつか みなみ）③日

丹野 陽向(たんの・ひなた）③青、メ

橋本 軒穎(はしもと・けんよう）①中国人③日、外

早川 豊史（はやかわ・とよふみ）②英語③通、異

堀江 昌子(ほりえ・まさこ）③イ

大塚 裕子(おおつか・ひろこ）③ガ、楽、メ、ロ、

イ、日、異

二村 秀平(にむら・しゅうへい）③青、メダン

中根 恵子(なかね・けいこ）

遠山 悦子(とおやま・えつこ）③ガ、楽、メ、ロ、

イ、ホ

大浦 京子(おおうら・きょうこ）

山本 啓子(やまもと・けいこ）②英語③ガ、通

和田 有理花(わだ・ありか）③青

須田 千遥(すだ・ちはる）③青

須藤 碧(すどう・あおい）③青

木内 瑠果(きうち・るか）③青、メ

齋藤 陽子(さいとう・ようこ）③日、異

松澤 直人(まつざわ・なおと）②英語③異、青

江 永博(こう・ながひろ）①台湾②中国語③異、

外

本年度総会にて監事を拝命致しま

した、何卒よろしくお願い申し上げ

ます。入会後約20年ですが活動実績

は殆んどなく応諾への躊躇はありま

したが、不肖私昔日のガーディナ市

夏季派遣一期生であり、またこの会

は母校立教大学卒業生（元事務局長

太宰壽子様、現村井・長澤両委員長

様など）が深く関わっておられるこ

とがあり、お受けした次第です。更に生田副会長・吉

原委員長はかつての市川青年会議所の仲間であり右も

左もわからない中、心強く思っております。先日手始

めにメダン市姉妹都市締結三十周年式典に参加、また

初めて定例役員会に出席させていただきましたが、会

議の進行のレベルの高さに刺激を受け、微力ながらお

役に立ちたいとの念を新たに致しました。

蛇足ですが、茶道と声楽は少々心得がありますので、

何かの足しとなれば幸いです。

新役員紹介（監事 土谷 幸司）

郵便物削減にご理解ください！
経費節減の観点から、9月以降会員への郵送は原則年4回発行の会報「IIAニュース」と同梱で行います。
また、Eメール､ホームページを利用しての情報提供を増やしていきます。Eメールアドレスの新規登録、
変更は随時受付ますので事務局へご連絡ください。

IIA事務所、水曜日は休業日です！
経費節減と事務局員の相互連絡体制の強化のため、毎水曜日を休業日とし、週のうち1日は事務局員3人
全員が出勤して情報共有することとしました。水曜日は、電話が留守番電話に設定されています。

（事務局長）

法人会員

個人会員

山崎製パン㈱総合クリエイションセンター 市川市市川3-23-27 Pho ne 047-329- 1500

このグループで私は会員をいろいろな文化イベント、東京地域にあ
る興味ある歴史的地域に連れて行き、なぜこの場所が重要かという
私の解釈を含めた考えを説明します。
私のグループは約1400人の会員がいて、外国人と日本人が半々です。
皆さんも是非参加してください。
私の娘Lylaは真間小学校2年生です。学校での勉強とは別に彼女は

ヒップホップダンス、ピアノ、習字を楽しんでいます。彼女は最近
学校のバスケット部に入り、また地域のカルチャーセンターのバレー

教室にも通っています。
市川は新しいビルが建ち、農業地域や緑の空間は狭まっています

が、私たちはこの町や隣人たちが好きです。そしてここ市川の人達
は心暖かく、協力的で私たちを歓迎してくれていることを感じてい
ます。
私たちは過去数年間のIIAの行事にも参加して楽しみました。将来

皆さんとイベントでお会いできることを楽しみにしています。
ありがとう、Ichikawansの皆さん！
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                 I.I.A. News   No. 73     September 26, 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, 2  

“World Friends” started  

“World Friends” is a school-to-school exchange project that started this year which aims to foster 

international awareness among youth in Ichikawa. Specifically, by exchanging video letters (video 

shootings) between an elementary school in Ichikawa and that of an affiliated city, students of both 

schools can get oriented with each school’s activities and share their thoughts. 

This year, Myoden Elementary School and 186th Street Elementary School in Gardena, USA were 

chosen as first World Friends. The 3 classes of 6th graders of Myoden Elementary School created 

the scenario, recorded a video where students did the acting, and narrated the contents in English 

as much as they can. The first video letter was sent to Gardena in August. 

This is an unprecedented youth exchange program that allows many students to interact with 

children of the same age in foreign countries and experience different cultures through school 

activities, even though the students do not meet in person. 

 

P2 

Official Delegation from Medan visited Ichikawa 

The official delegation from Medan, consisting of 17 people including Mayor Eldin, visited Ichikawa.  

In the evening of July 16, the commemorative ceremony for the 30th anniversary of the Ichikawa-

Medan sister-city affiliation and a welcome party were held. Both mayors greeted and exchanged 

courtesies, and Ichikawa presented them with fire protection clothing as 30th anniversary gifts. At 

the party, an all-female Japanese drum band called, “Tekona Daiko” welcomed the delegation. 

Later, the Indonesian guests challenged themselves by beating the Japanese drums which evoked 

applause and cheers from the attendees. 

The following day of July 17, the Medan City Council members visited the House of Councilors in 

the National Diet building. Although we spent only two days together, we hope that Mayor Eldin’s 

message of “A broader field of interaction than ever before”, can be realized. 

 

P3  

Gardena Youth visited Ichikawa 

On July 30, 6 students and 1 chaperon from Gardena arrived at Narita Airport. They were high 

school and university students composed of 5 girls and 1 boy, with ages between 14 to 17 years 

old. On their second day, they began to carry out the scheduled activities and made many visits 

and inspections while staying with their host families. On August 5, they engaged in an exchange 

of opinions with the members of IIA Student and Youth Committee, and enjoyed Japanese culture 

such as, bamboo crafts, Origami, Kendama, and Hanetsuki (Japanese badminton). At the farewell 
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dinner party, each student expressed their impressions and talked about the beautiful sceneries, 

kindness of people, and the precise and well-organized program. Moreover, they did not forget to 

express their gratitude to their host families and all the people who were involved in this program. 

 

Ichikawa Youth visited Medan 

On August 12, a delegate composed of 8 Ichikawa high school students (male 2, female 6) was 

dispatched to Medan City, Indonesia. 

They went through the 7 orientation activities to gain knowledge about Medan and Ichikawa, learn 

English and Indonesian basic conversation and to practice their performances that they would 

present in Medan.  

In Medan, they attended the Indonesia Independence Day Ceremony, visited Toba Lake, the local 

school (showing Japanese traditional culture such as calligraphy), and experienced wearing 

traditional clothes from North Sumatra. 

At the report meeting after returning home, they expressed their surprise at the differences in 

lifestyle, food culture, and the gap between the rich and poor, and reaffirmed the quality of life in 

Japan that they have taken for granted. 

 

P4  

Survival Japanese Language Class in Ichikawa 2019 

The purpose of this summer class is for elementary and junior high school students, who are 

newcomers to Japan, to get accustomed to Japanese language and culture so that they can 

prepare themselves to enter school for the new semester in September. It was held on August 26 

at the Ichikawa 7th Junior High School. Twenty pupils and more than thirty volunteers participated 

in this event. The students introduced themselves and their home countries, learned words related 

to town and school in Japanese, enjoyed decorating their own fans, and many others. They seemed 

to have gained the energy and confidence to attend school after joining this class.   

 

The Class for International Awareness 

On June 9, Myoden Elementary School invited 3 teachers, Ms. Ian Tanaka from Philippines, Mr. 

Sihab Tarik from Syria and Ms. Miwa Murai from Ichikawa. Each teacher introduced their respective 

culture and elicited various questions from students, which reflected their interest in other culture. 

With this activity, the students have experienced something different from their daily classes and 

could help deepen their international consciousness. 

 

P5  

Yoga class and Thai sweets (Foreign Residents Committee)                         

Twenty-five people attended the Yoga class by Ms. Eri Yamanaka held at Danjo Kyodo Sankaku 

Center on June 30. It was a relaxing moment and I was able to stretch the muscles that I didn’t 

normally use, and it really felt good. 
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After the Yoga session, our Thai member, Ms. Furuta prepared a popular dessert from Thailand 

called, Tub-Tim Krob. The dessert was served cold which helped to cool down our bodies after 

sweating from an hour of Yoga exercises.   

 

Getting to Know Vietnam More (Cross Cultural Exchange Committee) 

Vietnamese population is now the second largest among foreign residents in Ichikawa. Forty people 

including more than 20 Vietnamese gathered at the Ekinan Kominkan on July 14th. We learned how 

to cook Bánh Mì, a sandwich that has a unique taste with coriander and fried spring roll. Bánh Mì 

tasted very exotic and I could not stop eating it. After eating, it was time to learn Vietnamese history 

and culture. They showed its beautiful sceneries and natural surroundings. We were also 

intoxicated by the voice of a semi-professional Vietnamese tenor singer. 

 

CUC Summer Program 

Once again, IIA cooperated with CUC (Chiba University of Commerce) Summer Program which 

was attended by 62 students from 13 countries to learn about Japan's history, economy, and 

culture. Among the attendees were 2 students from North Sumatra University in Indonesia (from 

Medan) . 

At the Yukata / Uchimizu Session held on July 26, Ms. Kaori Inoue and 24 others instructed the 

students on how to dress quickly, which delighted the students. 

Due to bad weather condition, the scheduled Uchimizu (Water Splashing) was canceled but they 

were able to enjoy Japanese culture experience. 

 

P6  

A German college lady in Ichikawa 

We hosted the welcome party at Ginza Lion, Akihabara, on July 22 for a German college lady 

student who came to Japan to attend a summer course and later visited the Edo-Tokyo Museum. 

The following day, she participated in a tea ceremony coordinated by Ms. Sato, at the Ichikawa 

Kominkan and enjoyed the experience. I would be glad if she could bring back to Germany a part 

of the profundity of tea ceremony.   

 

Visited Indonesian Embassy 

On August 23, we visited the Indonesian Embassy and were told by the Deputy Ambassador about 

the remarkable developments in Indonesia’s infrastructure, owing to Japanese technology, for the 

past five years. We also knew that President Joko became a member of the G20, and in 2020 one-

fifth of the population of 265 million citizens will be elevated to the middle class. We came to realize 

how large this country is since it takes 8 hours by plane to travel from east to west, and that some 

areas are still underdeveloped. Then, a counselor introduced the Kuala Tanjung Port as the second 

hub port from where fresh fruits and agricultural products will be exported to Japan. Furthermore, 
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it has become possible to send nursing care workers to Japan with specific skill visas, and 

Japanese learning is actively being conducted. 

After the visit, we enjoyed a taste of Indonesian cuisine at the Indonesian restaurant called, Chave. 

 

Two Fun Cooking Classes (Buddies) 

①Malaysian Cuisine (July 5) 

We learned how to cook authentic Malaysian food with the instructions by Ms. Miri Sim. A 2-hour 

cooking time passed so quickly as we have completed a full Malaysian dish consisting of char siu 

rice, dessert and drink. When I returned home, I followed her recipe and cooked the same full dish 

for my son. He enjoyed the dish so much that he finished them all.  

Peruvian Cuisine (September 6) 

②Estofado is a Spanish simmered food which I challenged to cook for the first time at this cooking 

lesson with the instructions by Ms. Susana Falcon. Being a Chinese, I think I was able to cook it 

well because in China, we also have many simmered dishes. It is delicious and healthy, and helpful 

for busy wives since it only took short time to cook it. My son likes meat, so he must be happy when 

I cooked this at home.    

 

P8  

Reduction of Direct Mailing / Office Holiday 

From September, all direct mails to members will be included in the same envelope for sending IIA 

News bulletin, currently issued four times a year, due to cost savings. IIA aims to expand the media 

to inform the members of the events and news through email and its website, http://www.iia21.jp/. 

We would like to ask you to inform us of your new email address promptly in case you have changed 

it.   

 

IIA Office will be closed every Wednesday to save operating cost and to give time for information-

sharing among the three secretaries. The phone will be set to answering machine mode on that 

day. 

 

New officer (auditor-secretary): Koji Tsuchiya 

20 years have passed since I joined IIA as a member. I hesitated to accept this position at first 

since I was not closely connected with the activities. Eventually, I decided to accept this request 

because I was one of the members of the first Gardena Youth Delegation. Also, there are many 

members who have graduated from the same university as me, are now playing important roles in 

IIA. I was motivated by the high level of meeting discussions after I attended the board meeting.  

I have some experience in tea ceremony and vocal music. I would be happy if I can contribute to 

IIA activities with these skills in the future.  

http://www.iia21.jp/

