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市川市国際交流協会会報

新年のあいさつ

コロナ禍における新しい国際交流活動の模索
会員の皆さま、明けましておめでとうございます。
一方協会内では、中期運営方針検討部会を引き
今年はｺﾛﾅ禍の中のお正月、2回目を迎えるこ
続き開き、事業の見直し、海外交流の在り方、IT化
ととなりました。昨年末にかけてやっと感染者が減
への傾注、事務局業務の見直しなども進めています。
逸見会長
少し、小康状態を見ようというところに新たな株が蔓
これらすべて会員の皆さまのご協力、ご支援の賜物と
延し始めて心配しています。
感謝申し上げる次第です。
当国際交流協会は昨年、人が集う事業がほとんど出来
さて今年はどうなるのでしょう。ガーデナ市との姉妹都市
ないまま時間が経ってしまいました。そうした中でも災害時
締結60周年、イッシー市とのパートナー締結10周年の
外国人対応サポーターの発足、在住外国人の新型コロナ
年になりますが、新型コロナのために人の往来を含めた大
ワクチン接種へのサポート、日本語教室において一部オン
掛かりな交流はまだできないかもしれません。
ライン授業の併設、稲越小6年生とイッシー市小学生との
昨年に続きオンラインを使った交流を模索したり、ｺﾛﾅ禍
ﾋﾞﾃﾞｵの交換、街回遊展でのパフォーマンス披露、楽山
でも出来る新しい形の交流を追及するなど、国際交流の
市友好都市締結40周年で若者によるﾋﾞﾃﾞｵの制作と交
火が消えないよう努めてまいる所存です。
換、真間小児童と楽山市小学生とのオンラインによる生
皆さまの健康とご繁栄を心よりお祈り申し上げ、引き続
の交流、記念絵画交流展、イッシー市青少年とのオンライ
くご支援、ご協力をお願い申し上げます。
ンによる 生の平和学習交流などに参加などなど、ｺコロナ
IIA会長 逸見 総一郞
禍の中でもたくさんの活動を無事に進めることができました。
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国際交流ラウンジの今後の企画
IIAが待ち望んでいた市川市の国際交流

IIA

までご連絡ください。22年1月「日本のお正

会の共催で開きます。対面式とオンラインの

の拠点、外国人と市民が共に集い、交流

月」 2月「中華圏とベトナムの旧正月」 3

ハイブリッド方式ですので多くの皆さんにご

を深めていける場所がようやくできました。

月「ひな祭り」 4月「タイの衣装展示」 5月

参加頂けます。

4月の引っ越し以来、少しずつ体制を整

「インドのお祭り衣装」 6月「世界の手工芸

このように、楽しく活発なIIAの活動拠点

え21年秋から運用が本格的に始まってい

展」 7月「七夕祭りと浴衣」 8月「世界のお

を目指していますが、このような場所がある

ます。外国人トークサロン（毎月第1水曜

弁当写真展」 9月「ラテンアメリカ祭り」 10

ことを多くの市民に知ってもらう必要があり

日午後2時～）には毎回外国人メンバー

月「外国のこどもの作品展」「ハロウィン」「ド

ます。八幡スクランブル交差点で足をとめた

が集まり、感染対策に気を配りながらハロウィ

イツのオクトーバーフェスト」のいずれか、11

市民に、気軽に3階まで上がってきてもらえ

ンやクリスマスパーティーを楽しんでいます。

月「七五三」そして12月「世界のクリスマス」

るように、視認性を高める必要があります。

異文化委やホームステイ委でもトールペイ

などのテーマにあわせて、様々な文化を見

催し物をお知らせする看板やのぼり等の

ントやしめ縄飾り作りなどの講習会を。また、 て楽しめる場所を作ります。皆様のお宅に、

設置も国際政策課のご協力を得て準備を

メダン市委員長小林氏のトークショウや異

これらのテーマに合った衣装や物品があれ

進めます。先日ホームページを見て初めて

文化委イスラム文化紹介にも会員が参加

ば、ぜひご協力ください。また、この会場を

来てくれたロシア、ハバロフスク出身の女性

して、活動が本格化してきています。

生かしたミニイベントを行ってまいります。

がこんな風に話していました。「もともと国際

さて今年はこのラウンジを幅広く活用して、

3月12日（土）は外国人の小中学生を

交流のボランティアには興味があったから、

皆さんでIIAの活動を大いに盛り上げて参

対象に「こども防災の日」。 八幡と行徳の

“今日は何かやっているのかなあ”と思って、

りましょう。まずは会場の飾りつけや展示、

こども日本語教室で学ぶ子供たちと避難

訪ねてきました」彼女は早速会員登録して、

またラウンジを生かしたイベントをご一緒に

食を体験し、クイズを通して防災意識を高

しめ縄飾りを作って喜んで持って帰りました。

考えて実行していただくラウンジパートナー

めるイベントを企画中です。1月からは前イッ

こんな風に、小さくても温かな交流の芽が

ズ（仮称）を募 集したいと考えています。

シ―市委員長野澤氏を講師に迎え「マイ

委員会の枠を超えて気軽に集まりましょう。 スター野澤の深掘り世界遺産講座」3回シ
ご興味をお持ちの方は異文化委の村井

Oct.

育っていくように、ぜひ多くの会員のご協力
をお願いいたします。

（村井 美和）

リーズを各都市委員会と異文化交流委員

Dec.

Nov.

Jan.
ラウンジ四季折々
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国際交流ラウンジ活用イベント
トークサロン
ミニハロウィーン 10月6日

Xmas飾りを作ろう11月10日

ハロウィーンだから、飾りもハロウィーンの化
粧もみんなで一緒にしました。国際交流ラ

今回は松ぼっくりを使ってクリスマス飾りを
作ろうとのイベントです。

外国人委員会
Xmasとベトナム文化12月1日

クリスマスの時期になりました。今回はクリ
スマス会とベトナム文化に触れるという内容

ウンジはハロウィーン一色で賑やかになりま

先ず松ぼっくりを探すことから準備をスター

した。参加されました方達は大喜びでした。

トしました。外国人委員会が松ぼっくりを必

担当者はベトナムのファムさんです、当日

当日飛び入り参加しました方がいました。コ

要としているとの情報が市役所の副市長と

ファムさんはベトナムの民族衣装を身に纏い

ロナの中、なかなか会えない人や友達などと

広報室長の耳に入り、市から沢山の松ぼっ

ベトナムでのクリスマスは若者中心になって

ここで会えて楽しくいろいろ話をし ました。

くりが届けられました。

いるということや食事、通貨などの文化を紹

参加されましたアフリカの方が美味しいア

当日、10名の方が参加されました。ちょう

フリカのルイボスティを持ってきてくれましたの

ど11月なので日本の七五三のイベントの時

で早速淹れました。やっぱり本場のルイボス

期ですので、その日国際交流ラウンジは七

ティは香りもよく本当に美味しかったです。

五三と松ぼっくりを使って作ったクリスマス飾

話もお茶も盛り上がり自然に体も動き出

でした。

介してくれました。国によってクリスマスの過
ごし方はさまざまのようでした。
（鈴木 迎慶）

りで綺麗に賑やかになりました。

してダンスを踊り始めました。皆様の楽しそう
な顔をみて国際交流ラウンジがあってトーク
サロンがあって本当に良かったと思いました。

トールペイントでイースターエッグを作ろう
国際交流ラウンジにも飾りました
完成したイースターエッグ（左下）を持ちニッコリ

前回、トールペイントでウェルカムボードを
作るイベントを実施したところ、非常に好評
であったため、第2弾として、今回はイースター
エッグを作りました。

ホームステイ委員会
初めての経験でしたがとても楽しく作る事
ができました。
2つもエッグが作れて、とても嬉しかったで
す。 つぎの新作を期待しています。

11月26日で、イースターシーズンではあり

コロナ禍でストレスのある中、集中して1つ

ませんが、クリスマスの飾りつけにもってこい

の作品を作るのは素晴らしいです。是非ま

です。 おおよそ3時間かけイースターエッグ

たの機会を楽しみにしています。

をそれぞれ2個完成しました。
それぞれの個性がでて、他の人の作品を

国際交流ラウ ンジの12月の装飾にも使
われました。

（村上 佐里）

見るのも楽しかったです。
自分の作品が完成した時は感動しました。
あっという間の楽しい時間でした。卵が色々
な色・デザインに生まれ変わり、お部屋に飾
るのが楽しみです。
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オンラインによる国際交流活動活発
市川市・楽山市友好都市締結40周年記念イベント

楽山市委員会

一昨年、昨年と新型コロナウイルス

学校などから募集した絵画作品や書を

の世界的蔓延により 、市川市と楽山

市川市役所第一庁舎のファンクション

市の姉妹都市提携事業も暗礁に乗

ルームにて展示をしました。

り上げかけていました。そんな時に若い

具体的には公募入選40点を展示し、

世代の力と能力を借りようと今どきのオ

入選作品の内「市川市国際交流協会

ンライン交流会やビデオレターはどうか？

賞」を含め30点を楽山市に映像化し

という案が出ました。初の試みです。

て送付しました。楽山市からも市川市

IIAの青年学生委に声をかけ、協力
をお願いしました。そして、折角良い案が

40周年記念事業で市内小中学生の絵画や書を展示

に絵画、書などの映像化したものが送
付され展示されました。

出たのだから、ビデオレターには楽山の派遣

小学生からも色々と質問が出ました。とて

今回のテーマは「私の街のたからもの」でし

事業に参加してくれた今は大学生のメンバー

も活気のある実りあるオリエンテーションにな

た。作品にはそのテーマがとても良く描かれ

にも、自身の近況をビデオレターにしたため

りました。

ていました。

てもらおうということになりました。一旦案が

さて、いよいよ10月22日真間小学校と

展示期間中はおよそ400人を越す人々

出て走り出したら彼らの行動は実に早く、

楽山師範学校附属小学校とのオンライン

が来場してくれました。会場には10月に行

市川市の四季折々の風景をビデオにおさめ

交流会の本番です。双方の演技披露や質

われた真間小学校と楽山市の小学校との

てくれました。

疑応答もとてもスムースに進みました。最後

オンライン交流会の様子のビデオも流しまし

に双方が相手の国の言葉でサヨナラを言っ

た。

そして、国分高校がこの事業参加に名乗
りをあげてくれ、部活動の模様を撮影させて

て交流会は幕を閉じました。

この絵画展も市川市の小中学校の生徒

くれることになりました。青年学生委のメン

初の試みのオンライン交流会はつつがなく

さん、楽山市の小学校の生徒の協力により

バーに国分高校の卒業生がいて、話をトン

進行し、成功したと言えます。こ れもIT機

成し得たと言えます。これを機に両市のさら

トン拍子に進めてくれました。オンラ イン交

器の発達の賜物です。海の向こうの外国と

なる友好が続けばと願うばかりでした。

流会をするにあたり、青年学生委のメンバー

の交流がと ても近く感じた今回の40周年

が楽山に行った時の体験話を真間小学校

記念事業でした。

の生徒達に話してくれ、ここでも彼らが制作
したビデオが力を発揮してくれました。

（佐京 彩子）

この記念事業の一環として、11月にユネ
スコ協会の協力も得て、市内の小学校中

市川市・イッシー市青少年交流会

イッシー市委員会

2021年11月6日と13日、市川市とイッ

環境問題については意識していましたが、S

シー市青少年平和学習交流が、オンライン

DGsには17の目標があり、健康、人権、

で行われました。

産業など、様々な側面があることを学びまし

学生10名が市川市役所に集まり、イッシー

た。日常生活のあらゆるものが、SD Gsの

市の若者と小グループを作り、インターネット

対象であると言えます。

を通じて平和について学び、語り合いました。

オリンピック、パラリンピックイヤーということ

交流は英語で行わ れ、各グループに 通訳

もあり、スポーツや、競技大会におけるSD

翻訳委員会会員がついて、言語面のサポー

Gsとの関わりに興味が集まりました。

トをしました。
第1回は、市川市被爆者の会会長、児
玉美智子さんを迎え、被爆体験を伺いまし
た。原爆投下から76年経った今、直接体

オンライン青少年交流会

日本、フランス、共に外国語である英語で

信していく事の難しさなどの意見が出ました。 のコミュニケーションでしたが、時に通訳のサ
最後に峠三吉の原爆の詩を朗読し、平
和への思いを新たにしました。

験したお話を聞くのは貴重な機会です。若

第2回は、千葉商科大学の笹谷秀光教

者からは、抑止力としての核兵器の意味、

授からSDGsについての講義を受けました。

原発との共存、自らの問題として捉え、発

持続可能な開発目標を意味するSDGs。
4

ポートを受けながら様々な意見を交換し、
生の雰囲気を感じることができました。直接
顔を合わせて交流できる時が早く来ることを
願いつつの閉会となりました。
（高田 玲子）
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IIA会員・ローゼンハイム市民オンラインミーティング

ローゼンハイム市委員会

-s Maerz新市長とローゼンハイム市民団

・オクトーバーフェストの件。

が市川市を訪問する予定です。

残念ですが一昨年に続いて昨年もオクトー

・コロナについて

バーフェスト自体が中止になってしまいました。

ドイツでは70％以上の予防接種率にも関

100年来のお祭りで中止になったのは一昨

わらず感染率が上昇していて60歳以上の

年に続きで昨年で連続2回目とのこと。

国民を対象に第3回の接種をすすめる動き
が出ているようです。

・Hong Long というローゼンハイム市内の
中華料理店でJapanisch Stammtisch

ワクチン接種証明書がスマホに入っていて

（お店の常連の人のためのテーブル）が設

その画面を2名のローゼンハイム市民に見せ

けられていて日本好きな人の集まる場となっ

てもらう。この証明書が掲示できないと店舗

ているとのこと。

に入ることが出来ないとのことでした。

・ポップアップショップ（期間限定の出店）と

IIAの会員とローゼンハイムの市民の皆さん

・ドイツでは、飲食店、イベント会場に入場

いう形で2週間限定で日本のラーメンショッ

双方12名で初めてZoomを使ってのオンラ

する際、接種証明書かPCR検査陰性証明、 プがOPENして好評を得ました。

インミーティングを開催しました。

コロナにかかったけど回復したという証明など

・市川の方からも新しい市庁舎をプレゼンテー

・ドイツ国内の政局が落ち着いた後、今年3

の提示義務という話もあるが、まだ 決定事

ションアプリを使って大変上手に説明する市

月には来市の話もありましたがコロナの再感

項ではないとのことでした。

民の方がいらっしゃいました。

オンラインミーティング風景

9月5日、ローゼンハイム市委員会では

染状況もあり現実的には今秋にはAndrea

『空を飛ぶ』

（廣田 祐策）

～

パイロットの世界

～

メダン市委員会

甚大な被害をもたらした台風と、

アイランド（写真）（パプアニュー

コロナウイルス等でたびたび延期さ

ギ ニアの北側の蝶々の形をした

れ て いた 、当会小林裕委員長の

無人島を見ること が出来たら 幸

講演会が、国際交流ラウンジに10

せになる言い伝えがあります）、

名が集いZoom参加者20名を加

オーロラ等を見ることができた事は、

え、7月18日に行われました。

パイロット冥利に尽きると の事で

小林氏は、日本航空に入社し、
アメリカ西海岸の日本航空訓練所

講演する小林委員長

す。
るかもしれませんが、空

反面、アラスカのポーテージ氷河の後退、シ

でパイロットの訓練後、1977年から40年

中衝突や、突発的な事がおこらないように、 ベリアの巨大な積乱雲による森林火災を

間で17,500時間の「空を飛ぶ」経験をさ

前後左右はもちろん、上下300ｍの間隔

目の当たりにして、地球温暖化を止めるこ

れました。現在はパイロットへの道は、航空

を開けて飛んでいる飛行機にたえず気をつ

とが肝心と話されました。

科のある大学、高校、航空大学校、自衛

けていなければいけないそうです。

隊などたくさんありますが、当時はなかったそ

又パイロットが病気になると大変ですので、

の旅を楽しんで頂けたのですが、同時多発

うです。

操縦士1名，副操縦士2名は、機内での

テロからはできなくなったそうです。

パイロットは搭乗者の安全を守ることが一
番大切です。離陸すると自動操縦になりま
すので後は何もしなくて良いのではと思われ

食事は、日本食、洋食、中華というように
別々の料理をとったそうです。
機上からグリーンランドの流氷、バタフライ

かつてはお客様を操縦室にご案内し、空

40年間無事故で、急病人も出ず無事に
空を飛べたことは、とても幸せでしたと結ば
れました。

（青野 雅子）

ワールド・フレンズ３年目 稲越小学校のビデオレターをイッシー市サンニコラ校へ
今年度で3年目となる海外の学校とビ

30人の生徒が6班に分かれ、それぞれテー

かのハードルがありましたが、何とか乗り越え、

デオレターを通じての交流は、稲越小学校

マを決めて台本を作りました。通訳翻訳委

とても楽しいビデオに仕上がりました。

とフランス、イッシー市のサンニコラ校の間で

が英語に翻訳した台詞を一生懸命練習し

行われています。

て本番に備えました。

7月に稲越小学校で第1回目のビデオ撮

撮影では途中で笑い出してNGになったり、

次はサンニコラからのビデオを見る番。どん
なビデオが来るか楽しみです。

（山本 怜）

影がありました。稲越小は6年生１クラスで、 屋外では風の音が入り聴きづらいなどいくつ
5
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外国人ワクチン接種を積極的に企画しサポート
種日を設定し、最初

協会員の皆さんによる通訳と書類作成のき

の接種が9月12日、

め細かいサポートがあっ たことが挙げられま

最後のグループは11

す。無事ワクチン接種を終えて帰る際に協

月7日（2回目）と

会員の方が声をかけた時、皆さん一様に安

いう、およそ2カ月に

堵の表情を見せてくれたことが大変印象に

及ぶ取り組みが始ま

残りました。

ることになりました。

大洲防災公園のワクチン接種会場

後ろに大型バスが見える

外国人の方を中心に、3グループ85名の
新型コロナウィルスワクチン接種を9月から6
回に分けて、大洲防災公園で実施しました。

IIA

そして、10数名の生徒さんがグループ接

貴重なワク チ ン を

種に参加した市川日本語学院代表の有

無駄にする訳にはい

馬 藍さんから「子どもたちを送り出した国

か ない た め、 事前確

の親御さんからも感謝の言葉がたくさん寄

認の連絡を丁寧に行い、当日キャンセルを

せられています。涙ながらに喜んでくれる方

最小限にとどめようと接種に臨みました。

もいらっしゃいました」と教えられたことは、改

応募した皆さんや手伝いに来てくれた役

めてこの活動の意義を強く感じるとともに

8月19日にグループ接種希望者30名の

員、関係者の皆さんが、当日欠席者の代

「お手伝いさせてもらい良かった」と思えた出

募集について、役員が市内在住外国人に

わりに接種可能な方と連絡を取ってくれた

来事でした。

声掛けを行うと同時に、幅広く会員の皆さ

おかげで、85名分のワクチンをほとんど無駄

んにご案内差し上げたところ、22日の締切

にすることはありませんでした。

時には100名を超える応募がありました。
キャンセルを見越して3グループ90名の接

（髙梨 治男）

また今回、外国人の皆さんが安心して接
種に臨むことが出来た大きな要因として、

オンライン参加を組み入れた全体会－コロナ禍における新たな試み

通訳翻訳委員会

一昨年来のコロナ禍で通訳翻訳委員会
の活動も大きな制約を受けましたが、感染
拡大も一服した10月9日の土曜日、全日
警ホールの会議室でようやく全体会を開催
することができました。当日はZoomでオン
ライン参加した3名を含めた20名が参加し
ました。むろん依然コロナ禍の中ですので、
換気や参加者間の距離には十分配慮して
対策を講じました。
冒頭に参加者全員が自己紹介をしたあ
と、役員が委員会設立以来の歴史、現在
の活動内容を説明し、各言語リーダーがそ

オンライン参加者も意見交換する会議風景（左）とスクリーンの前でメンバー勢揃い

た新たな会議の試みでした。

を支援できないかという議論が行われました。

れぞれの活動を紹介しました。続く質疑応

この日の論点のひとつはソーシャルワーカー

また委員会に若いメンバーが少ないという

答と意見交換の場では、今後の委員会が

に対する支援の可能性でした。ソーシャルワー

指摘もあり、多様な新規メンバーをどのよう

どのような取り組み を行っていくかにつ いて

カーが外国出身者に関わる事例が近年増

にして増やしていくかという課題を皆が改め

活発な議論が交わされました。

えています。そこに立ちはだかるのが言葉の

て共有しました。

会議の進行にあたっては、会場正面の大

壁です。

最後にスクリーンに映ったオンライン参加

スクリーンにオンライン参加者を映し出す一

本格的な医療通訳は専門用語や責任

者の前に参加者が揃っ て記念撮影をし、

方、会場での参加者の発言の様子はスマ

の所在など難しいものがありますが、コ ロナ

和やかな雰囲気の中、お開きとなりました。

ホのカメラで撮影し、画像をZoomで送りま

禍で通訳ボランティアの活動範囲が狭めら

（金子 隆一）

した。まさにコロナ禍における、工夫を凝らし

れる中、新たな模索としてソーシャルワーカー

6
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クリスマス会(12月3日)

バディーズ

今年はクリスマス会が開かれるかな？と心

番号が当たりませんでしたが、やっていくうち

の中で期待していました。公民館へ入館の

にリーチになって、ビンゴになりました。自分

際、体温を測りました。3密を避けるため、

でもびっくりしましたが、一等賞をいただきま

輪の形の席で、日本、タイ、中国、台湾の

した。すごく重みがある賞品でした(カタログ

方々が参加していました。

ギフト)。最後はじゃんけん大会でした が、

最初のプログラムは歌ったり、踊ったりしま

最初から最後まで負けでした。

した。久しぶりのダンスで動きが間違ってい

コロナ禍でずっと自粛していたので、素敵

ても楽しいです。振りもコロナ禍でタッチでき

なクリスマス会を開いてくださり本当に感謝

ず、ちょっと変わっていましたが楽しい気分で

しております。久しぶりのクリスマス会だった

いっぱいでした。

ので、満足しました。

（吉井 Ivy）

その次は恒例のビンゴ大会に移り、滅多
ビンゴ大会で1等賞をゲット

にやらないゲームでわくわくしました。最初は

「回遊展in八幡」
９月２６日八幡で毎年秋に開催されて

台湾アミ族のダンスは何だか

第１８回目。いつもの料理教室はやめて、

日本人にも耳慣れた 楽しいメ

コロナ禍の今年は、思い切って全日警ホー

ロディ。１０人の衣装も、台湾

ルでのステージパフォーマンスに挑戦しました！！

以外に、タイ、バングラデシュ、

グアテマラのダンスを披露したのはマラヤ・ス

南米、インドときらびやかでした。

タイルの皆さん。華麗な衣装と小道具でス

夏前からの練習もあって本番

トーリー性のあるダンスが圧巻でした。

ではターンもフ ォーメーションも

市川日本語学院からはプロデビューを目

ばっちり。全員で踊る喜び、交

指すカザフスタン出身のタルシンさん。自作

流の楽しさをアピールしました。

自演のロックで英語の歌を熱唱しました。

（村井 美和）

最後はIIA女子ダンス部メンバーのアミチャ

IIA女子ダンス部のメンバー

チャ・ダンスでフィナーレです。

日本語を母語としない親と子どものための

進路ガイダンス2021

10月17日ニッケコ ルトンホールにて「日

に向けた勉強方法や現在の高校生活につ

たところ、ニッケコルトンプラザ会社のご厚意

本語を母語としない親と子どものための進

いて発表があり、母国語によるエールに勇

によりホールを借りて実施できました。

路ガイダンス2021inCHIBA市川会場」を

気づけられたことと思います。

行いました。

会場確保が一番の課題と考えています。

最近の傾向はフィリピンやネパールの生徒

千葉県下の各市教育委員会から 中学

昨年同様コロナ対策を踏まえ、時間をず

の参加が多く、インド、パキスタンやイランな

校を通してガイダンスの案内申込書が配布

ら して一部は中国語、二部はそ の他の多

ど今までと違った地域からも増えています。

され、各市国際交流協会も後援さらに広

言語に分けて実施しました。船橋市、浦安

日本語の習得は難しく、会話はできても

市、市川市、野田市、白井市から中学3

学習用語や漢字には苦労しながらも先生

年生と既卒生に限りその保護者付き添い

やボランティアの支援で頑張っています。

も1名として36名、千葉県教育委員会は

今はコロナの影響で新たな生徒は少なく

じめ高校教員、通訳、学生、ボランティア等

なっていますが、今後来日する生徒は必ず

合計96名が参加しました。

増えてきます。私たちの支援や活動は益々

高校入試についての説明や 近隣7校の

必要になってくると思います。10年目の今

先生方による高校紹介等に熱心に耳を傾

年は今まで使用していた行徳文化ホール

けていました。また先輩の高校生から受験

大会議室が取れず 、開催が危ぶまれてい

7

報もして頂いています。
今年も市川よみうり社に予告掲載を、明
光企画社から取材を受けました。ボランティ
アの方々を含め皆様方にご協力を頂き感
謝致しております。
受験生たちが目指す高校に入学できま
すよう願っています。

（宮澤 美子）
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里見公園定例会＆イヤーエンドパーティー
IVIS里見公園定例会

IVIS

イヤーエンドパーティー
コ ロ ナで会員 同

12月22日19時

士が会えなくなり2

からオンラインでイヤー

年弱。「状態の良

エンドパーティーを開

い今、み んなで会

催しました。

えないか？」

参加者は、サンタ

そんな声が届き、

のコスチューム、トナ

11月20日、急遽

カイの角をつける等、

開催しました。その

準備をして参加しました。

オンラインイヤーエンドパーティー

日予定されて いた

アイスブレークは各自のおつまみと飲み物の説明です。アメリカ人

Zoomでの定例会を戸外で開くことに変更し、「レジャーシートとお

の参加者が日本酒の熱燗が好きと発言すると、「おー！」と、歓声

弁当を持って集合！」の声掛けに、13名が参加しました。

があがりました。自家製干しえのきだけのおつまみは、ベランダに干

IVIS野外定例会

ちょっと寒い？

芝生で車座になり、司会が会を進行。英語モードon。お馴染み

したとの説明に、一同感心してうなずきました。

のアイスブレークのお題：What’s up? 好奇心強めの会員から

続いての時間は、『違い探し』、『地理クイズ』、『山手線ゲーム』、

出る話題が面白かったです。具体例はIVISのサイトに2月記載予

『はぁって言うゲーム』をしました。英語に加え、記憶力、リズム力、

定です。

演技力などをフルに使い、「当った!」、「間違えた!」などと盛り上が

昼過ぎ、お弁当タイム。この辺になると日本語に。でもおしゃべり

りました。最後は、手やカードを使ったマジックが披露され、大きな

は一層賑やかに続き、「顔を合わせて会える」ことの有難さを再確

拍手を浴びました。

認。爽やかな秋の空気が幸福感を盛り上げてくれました。

様々なジャンルの英語を話し、親交を深めることができ、充実し

（伊藤 知恵子）

（竹内 文江）

たひとときを過ごすことができました。

日本文化の研修会

イッシ―市委員会

イッシ―市委員会は、2022年のイッシ―

愛理(江口宗愛)さ んご指導の下おこない

まだまだ試行錯誤的な段階の日本文化

市からの訪問団来市を視野に入れて、「お

ました。「利休七則（りきゅうしちそく）」の

研修ですが、これらの活動を通じて委員同

もてなし日本文化の研修」を日頃の活動に

お話やお菓子を置く向きから教えて頂くなど、 士の結束や協力体制を作り上げていけれ

取り入れていくことを本年度の目標にしてい

茶道の深い世界の入り口の手前ぐらいから

ます。

始めました 。お茶のおもてなし研修は積み

毎月の委員会の度に 基礎フランス語講

（田所 寿志）

重ねあるのみなので、こちらも継続です。

座を開催するとともに、毎回何らかの日本

また、この作法の手順を英語・仏語に訳

もしくはフランス文化等の研修を企画するこ

し、できればフランス語で、声にしながらでき

とにしました 。まず10月16日の日本文化

るといいなと思いながら研修していきます。

研修は、「issy手作りワッペン」を平井清美

12月18日はフランス語ではノエル、クリス

さんご指導のもと各自が裁縫をおこないまし

マス会をしました。花札ビンゴゲームの勝利

た。これはフランス国旗のトリコロール（青・

者から順に、好きな人のプレゼントを貰いま

白・赤）を組み 合わ せ た 花型のワッペン

した。お絵描きゲームもしました。「きよしこの

(直径5cm)で、issyメンバーの徽章にしま

夜」をフランス語で歌いました。

す。また、手作りのものは相手国へのお土

ハーモニカの演奏が入りました。ケーキと紅

産としても貴重なものなので、研修は今後

茶と差し入れのお菓子で乾杯しました。新

も継続していく予定です。

年になってからも2月には折り紙講座を企

次に11月20日は、茶道の研修を江口

ばと思っています。

画しています。

（写真上左）「issy手作りワッペン」
ね ん げみしょう

（写真上右）拈華微笑（心から心へ伝えること）

8
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イベント情報 （2022年1月~4月）
◆ 交流会第3弾「帯締めで飾りを作ろう」
（ホームステイ、ビジット委員会）

◆検定マイスター野澤の深堀世界遺産講座（異文化交流委員会）
日時

第2回

場所

国際交流ラウンジ

国際交流ラウンジ

講師

野澤 順治氏 (世界遺産アカデミー検定マイスター）

持ち物

帯締め

参加費

無料

申込み

会場に人数制限があるため予約が必要です。

内容

第2回

申込み

IIA事務局

日時

1月29日（土）

場所

10:00-12:00

*古いもので結構です

先着10名です
◆ トークサロンで楽しもう

(外国人委員会）

日時

2月2日（水）

場所

国際交流ラウンジ（旧八幡市民談話室3階）

申込み

コロナ禍での密を避けるため、参加希望者は田

嶌芳恵

14:00-16:00

(090-1701-9793 )

に必ず申し込んでください
問合せ

中国语 陳鳳英 ：090-1701-9793

3月5日（土） 13:00-15:00

・中国の世界遺産・アメリカの世界遺産
Phone: 047-332-0100
email: info@iia21.jp

会場での定員は15名

それ以上の応募者はZOOMで参加可能

第3回以降・海外提携都市国の世界遺産を中心に、土曜日午
後を予定しています
◆

全体会

日

時

3月13日（日）14:00～16:00

場

所

全日警ホール 会議室⒊-１

（メダン市委員会）

韓国語 金庭希: 080-3204-0792

参加費

無料

Việt nam：Pham 080-4205-3773

参加人数

会場定員 20名、

応募者はZOOMで参加可能

English/Español: Harumi 070-2836- 5025
申し込み

นงลก◌ั ษณ◌์ : 090-5499-3257

それ以上の

IIA事務局

Phone: 047-332-0100
email: info@iia21.jp

Urdu : Minno 090-4545-6143
Tagalog: Ian 080-1293-1602
ネパール：महजŊन अि◌मत◌ा 090-8301-9924
◆ 中国語勉強会 （通訳・翻訳委員会）
日時

2月5日 (土)

10:00-12:00

3月5日 (土)

10:00-12:00

場所

第１庁舎2階市民活動センター内

参加費

300円

連絡先

仙田 明子

email: akiko925@nifty.com

◆ 委員会およびフランス語講座と日本文化研修会
（イッシー市委員会）

日時

(通訳・翻訳委員会)

日時

2月12日（土）

場所

全日警ホール

費用

無料

問合せ

傳谷

10:00-14:40 折り紙講習会

3月19日（土)

10:00-14:40 歴史研修

場所

国際交流ラウンジ（旧八幡市民談話室3階）

参加費

200円

連絡先

田所

寿志

Phone: 090-2550-6002
又はIssyグループライン

毎月第1土曜日の開催を予定しています
◆ 英語グループ勉強会

2月19日（土)

※

毎月第3土曜日に開催。時間、場所は同じです

（ただし1月お休み）

10:00-12:00
第2会議室

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
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編集後記

七か 月ぶ り、 カ
ラーで は十 か月 ぶ
りの会 報で す。 だ
からと いう わけ で
はあり ませ んが 少
しスタ イル を変 え
てみました。
新会 員に ドイ ツ
で雑誌 の編 集作 業
をされ 、日 本に 来
てから もリ モー ト
でドイ ツの 仕事 を
続けて いる 方の ア
ドバイ スを 取り 入
れました。
まず トッ プ上 の
スタイ ルを シン プ
ルなも のに 作成 し
ていただきました。
記事のヘッダーは、
枠内カ ラー 色は シ
ンプル に、 字は 同
系色に 。コ ラム 内
は三段 を多 用し て
読みや すく 。そ し
て一番 変わ った の
は、ス ペー スが で
きても 恐れ ない 。
今まで は写 真の 大
きさ等 で余 白は 絶
対でき ない よう に
してい たの で時 間
もかか り無 理も あ
りました。
皆様 どう お感 じ
ですか 。こ れか ら
も読み やす く、 そ
して役 立つ ニュ ー
スをお 届け しよ う
と思っております。
皆様の ご支 援を よ
ろしく お願 い申 し
上げます。
篠原 剛
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お知らせ

災害時外国人対応サポーターを募集
2. 応募して欲しい人は？

災害が発生し、避難所が開設された時、日本に不慣れな在
住外国人の不安はいかばかりかと思います。

✔いずれかの外国語、あるいはやさしいにほんごで被災外国人

そのような時のために IIA と市川市は、かねてより外国人を支

に寄り添う気持ちのある人

援するための防災協定を結んでいます。

✔LINE または E-mail で連絡が取れる人

避難所での皆様のサポートが大いに期待されています。手を

✔避難所（小学校）や市で開催する防災訓練に参加する

貸してください、皆様の「寄り添いの心で」

意欲のある人

1. 「災害時外国人サポーター」って何をするの？

3. 応募方法は？

災害が発生、あるいは予測される時、市川市からの要請に応

協会事務局（info@iia21.jp）へ、下に書かれている項目

じ、避難所でどうしてよいかわからない外国人に通訳などで支

をお知らせください

援します。

①氏名

ボランティアやその家族の無事が確保できている場合だけで、

たはやさしいにほんご ⑤派遣可能な避難所（小学校名：

ボランティアの意思で応じるものです。何を差し置いても要請に

自宅から徒歩で 10 分くらいで行け、複数校も大歓迎です）

②住所 ③電話番号 ④対応可能な外国語、ま

応じなければならないものではありません。

新入会員 （2021年6月~12月）
氏名（ふりがな）
①国籍 ②使用可能言語
特技

③希望する委員会等

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：

④趣味・

外国人、青：青年・学生
鴨下 早江子（カモシタ サエコ）①日本③異、ホ④料理
小林 清宣（コバヤシ キヨノブ）①日本③ガ、楽、メ、ロ
イ、ホ
大森 純子（オオモリ ジュンコ）①日本③日
松井 一修（マツイ カズノブ）①日本③日
益子 夏実（マシコ ナツミ）①日本③日、通
郡司 敏雄（グンジ トシオ）①日本③日④外人サポート
郡司 幸子（グンジ サチコ）①日本③ホ④スポーツ
犬の躾
古谷 緑（フルヤ ミドリ）①日本③日
高畑 雅哉（タカハタ マサヤ）①日本
梁 予（リョウ ユ）①中国③外
龍 雨昇（リュウ ウショウ）①中国③外
ARRIVILLAGA PENA Diego Felipe（アリヴィラガべナ
ディエゴ）①グアテマラ③ガ、外、日、異

KHADKA BHAGAWAN（カダカバガワン）①ネパール
②ネパール語、インド語英語③外、通、異、青
松本 清徳（マツモト キヨノリ）①日本③異、日④詩吟
高梨 修（タカナシ オサム）①日本③日
フォス 信子（フォス ノブコ）①日本③日
EMMILIYA RISANTI（エミリア リサンテイ）
①インドネシア③異、外
内田 幸（ウチダ ミユキ）①日本③日、異
木内 雄三（キウチ ユウゾウ）①日本③日、異
④インターネット
高橋 由里（タカハシ ユリ）①日本③日、異
本田 龍雄（ホンダ タツオ）①日本③日
高見 和宏（タカミ カズヒロ）①日本②中国語③通
Naryshkina Viktoriia（ナリシナ ヴィクトリア）
①ロシア②ロシア語、英語③通、異、外
④カラオケ、HIKING、WINE
関口 研二（セキグチ ケンジ）①日本③異、外

市川市在住外国人登録者数および上位10か国の人数

2021年12月1日現在

（

）内は昨年同月数

①中国

5,998(6,601)

②ベトナム1,817(1,812)

③フィリピン 1,530(1,542)

④ネパール 1,402(1,359)

⑤韓国

1,385(1,436)

⑥インド

530( 621)

⑦タイ

⑧ミャンマー 407(

⑩台湾

339( 373)

⑨スリランカ 392( 440)

総数

106か国 16,696人（107か国

433( 469)

356)

17,507人） 市川市総人口数491,118人（491,804人）
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P1
New Year’s Greetings by IIA President Mr Soichiro Hemmi
I would like to wish all IIA members a Happy New Year.
This year marks the third New Year under the COVID-19 pandemic. Although the number of infected people has
dramatically dropped late last year, I worry that there will be a surge in cases with the new variant.
Last year, IIA has suspended most of the projects and activities that would have encouraged people to gather. In spite
of such circumstances, we had successfully implemented some events, such as: the reactivation of Supporters for NonJapanese Residents at Evacuation Shelters; supporting COVID-19 vaccination for foreign residents; Video Letter
Exchange between Inagoshi Elementary School and Saint Nicolas School in Issy; Stage Performance at Kaiyuten event
in Yawata; Video Exchanges between Ichikawa and Leshan students; Online Exchanges between Mama Elementary
School and Leshan Elementary School; Painting Exhibits of both Ichikawa and Leshan students (these three events
were in commemoration of the 40th anniversary of Friendship City Agreement of Ichikawa and Leshan); Online Peace
Education between Ichikawa and Issy college students; and more.
Concurrently, we have been continuing to hold a medium-term management policy assessment by the subcommittee to
evaluate our activities. This will enable us to seek an ideal way of doing overseas exchanges, to focus on DX (digital
transformation), and to review the daily tasks at IIA office.
We would like to thank all the members for their cooperation and support.
What will happen in 2022?

We will be celebrating the 60th anniversary of the Sister City Agreement with Gardena

City and the 10th anniversary of Partner City Agreement with Issy-les-Moulinealux City. However, due to the impact
of COVID-19, a large-scale exchange activity may not be realized yet.
We will continue to look for a new way of communication like we did last year with the use of online communication
tools and will exert our utmost efforts to keep the flame burning on international exchanges.
I sincerely wish all members good health and prosperity and I look forward to your continued support and cooperation.
P2
<Present and Future of the International Lounge>
Our long-awaited international exchange base where foreigners and citizens can gather has finally been established.
Since moving in April last year, we have gradually improved our structure and started a full-scale operation in Autumn.
Foreign members gather at the Talk Salon (every first Wednesday of the month, from 2:00 pm) to enjoy exchanging
information and events such as, Halloween, Shichi-go-san (seven-five-three years old)celebration, Christmas parties,
tole painting, making Shimenawa decorations for New Year, and Islamic culture introduction were held with the
coordination of Foreign Residents, Cross-cultural Exchange, and Homestay/Homevisit Committees.
This year, we encourage everyone to use this lounge extensively and enjoy the activities of IIA. We would like to gather
lounge partners who will give ideas for future events and help in the decoration and exhibition so that we can make the
best use of the lounge. Please feel free to join us. If you are interested, please contact Ms. Murai of Cross-cultural
Exchange. Please see below our tentative schedule. This schedule is flexible enough to accommodate your intention to
introduce your country’s culture and festivals.
January

Japanese New Year

February

Lunar New Year

March

Hina Festival

April

Thai Costume Exhibition

May

Indian Festival Costume

June

World Handicrafts Exhibition

July

Tanabata Festival and Yukata

August

World Lunch Photo Exhibition

September

Latin American Festival

October

Foreign Children's Works Exhibition; Halloween; October Fest

If you have costumes and goods at home that match these themes, please bring them over.
From January, we will hold a three-part series of Meister Nozawa's “Deep Digging World Heritage” course, to be cosponsored by each City Committee and Cross-cultural Exchange Committee. The lecturer will be Mr. Nozawa, the
former chairperson of Issy City Committee. Since this will be held simultaneously in both face-to-face and online
sessions, many people are expected to participate. In this way, we can realize our aim to be an enjoyable and active base
for IIA activities, but we need to promote awareness to many citizens that there is such a place.
To achieve this, it is necessary to improve visibility so that citizens who pass by the Yawata scramble intersection can
easily drop by to the 3rd floor. With the cooperation of the International Policy Division of the City Hall, we will
prepare for the installation of signboards and banners to advertise the events. A woman from Khabarovsk, Russia, who
came for the first time after seeing the homepage the other day, said, "I have been interested in international exchange
volunteer activities ever since. So, I decided to drop by wondering if there were any activities today." She immediately
registered as a member and joined in making the shimenawa decorations. With the cooperation of every member, a
small but warm bud of connection like this can be nurtured to grow into a more fruitful exchange.

（Miwa Murai）

P3

Talk Salon in the International Lounge (Foreign Residents Committee)
At the talk salon in the international lounge this month, a mini-Halloween was held on October 6th.
Because it was Halloween, we all enjoyed making decorations and wearing Halloween costumes together. The
international lounge was fully decorated, creating a Halloween ambience, and everyone enjoyed chatting with
friends. The African participant brought rooibos tea, which I brewed immediately. The authentic African rooibos
tea had a good aroma and tasted so good. The chatting and tea-drinking became so lively, that our bodies started
to move naturally and began to dance.
Looking at everyone's happy faces, I was thankful that we have an International Lounge and a Talk Salon.
Christmas Decorations Using Pinecones
On November 10th, at the Talk Salon, we made Christmas decorations using pinecones. The Deputy Mayor and the
Director of Public Relations were aware that pinecones were needed, so they had offered to deliver a lot of them for this
activity.
On this day, ten people participated for the Christmas tree decoration. At the same time, another group was involved in
the decoration of Shichi-go-san (seven-five-three years old) ceremony which crowded the International Lounge. The
Christmas tree decorated with pinecones and the Japanese children’s clothes looked so beautiful. (
Christmas Party and Vietnamese Culture
It's Christmas time and Talk Salon was about Christmas party and Vietnamese culture.The person in charge was Ms.

Pham from Vietnam. On this occasion, she donned her traditional costume and introduced how Christmas is celebrated
in Vietnam, as well as Vietnamese culture, food, and banknotes. We learned that there are different ways of celebrating
Christmas in other countries.

(Geikei Suzuki)

Making Easter Eggs with Decorative Tole Painting
Due to the popularity of our previous event on tole painting of a welcome board, this time we decorated Easter eggs for
the second tole painting event. November 26 may not be the right season since it’s not spring, but it suits perfectly for
Christmas decorations. It took about 3 hours to complete only two Easter eggs. It was interesting to see the creations of
other participants which showed their personalities.
I was impressed when my egg decoration was completed. I had a great time looking at the eggs being transformed into
various colors and designs and am looking forward to decorating the room with these decorated eggs. It was my first
experience, but I really enjoyed making them. I was also very happy to be able to make two eggs.
Amid the stressful pandemic, it feels good to get focused for the completion of an artwork. I am looking forward to our
next activity. The eggs will also be used for decoration in the International Lounge in December, so please come to see
them.

(Sari Murakami)

P4
40th Anniversary Commemorative Project of the Friendship City activities between Ichikawa City and Leshan City
Due to the spread of COVID-19, the friendship city tie-up activities between the two cities were suspended.
Therefore, we adopted an online exchange meeting and a video letter which was our first attempt. We requested the
cooperation of the Youth and Student Committee. The video letter was participated by former student delegates to
Leshan City and included the images of the four seasons of Ichikawa City. Kokubun High School also cooperated by
allowing us to take pictures of their club activities.
Before the online exchange meeting on October 22, members of the youth group communicated with the students at
Mama Elementary School using a video that narrated a story of their experiences when they went to Leshan. The
students asked various questions and it became a very lively orientation.
Finally, the actual online exchange meeting between Mama Elementary School and Leshan Elementary School was
held. Both presentations and the question-and-answer portion went very smoothly.
As part of the commemorative project in cooperation with UNESCO Association, the paintings and calligraphies from
elementary and junior high schools in Ichikawa City were exhibited at the function room of the City Hall from
November 9 to 19, excluding Saturdays and Sundays. About 40 items selected from the entries were exhibited, and 30
of them were sent by video to Leshan City. Leshan City also presented to Ichikawa City some paintings and other
images that were sent by video and exhibited onscreen. The theme of the painting was "Treasures of My City".
Approximately 400 people came to see the exhibit. The video of the online exchange meeting between Mama
Elementary School and Leshan City was also broadcasted at the exhibition hall.
This project was made possible with the cooperation of elementary school students in Ichikawa City and Leshan City
amid the COVID situation. I just hope that this will serve as a good opportunity to enhance friendship between the two
cities.

(Ayako Sakyo)

Peace Learning Exchange Program of Ichikawa and Issy-les-Moulineaux
On November 6th and 13th, this program was held online with ten Japanese students gathered at Ichikawa City Hall
and formed small groups with the students from Issy-les-Moulineaux. They exchanged thoughts and learned about

peace by means of Internet connection. Since the common language was English, members of the Interpretation and
Translation Committee served as language supporter for each group.
In the first session, they listened to the atomic bombing experience of Ms. Michiko Kodama, the president of Ichikawa
Hibakusha Association. Now that 76 years have passed, it was a valuable opportunity to hear directly from a victim of
the atomic bombing. The comments from students were related to what it means to have nuclear weapons as a
deterrent; coexistence with nuclear power plants; and the difficulties for the youth to seriously consider the issues of
war and to disseminate information. They ended the program with all the attendees reciting the poem of Sankichi Toge
and renewed hoped for peace.
In the second session, the students had a lecture about SDGs from Professor Hidemitsu Sasaya of Chiba University of
Commerce. SDGs stands for Sustainable Development Goals. Everyone is familiar with environmental issues, but there
are 17 goals in SDGs and almost everything can be the object of SDGs.
Since this is the Olympic Paralympic year, the members focused on the relation between sports and SDGs.
The students discussed and exchanged opinions in English with some help from the interpreter. Thanks to online
technology, they could engage in a live conversation while being far apart from each other.
The session closed with the mutual hope of meeting each other face to face in the future.

(Reiko Takada)

P5
Rosenheim Committee’s first online meeting with 12 people - IIA members and Rosenheim citizens

(Summary)

-In Germany, there is a proposal that requires people to present a vaccination passport, a negative PCR test result, or a
certificate of recovery from COVID-19 when entering a restaurant or an event venue, but it is still a pending decision.
- After the German political affairs and COVID-19 situation settle down, the new Mayor Andreas Maerz and
Rosenheim Citizens' Group will visit Ichikawa in Autumn of 2022.
-In Germany, corona infection rate is rising despite the vaccination rate of 70%, so a third vaccination or booster shot is
being recommended for people over 60 years old.
-October Fest:

Unfortunately, it was decided to cancel last year’s October Fest for the second time following two

years ago. This is the second time in a row that the festival has been cancelled in the span of 100 years.
- Hong Long, a Chinese restaurant in Rosenheim, has installed Japanisch Stammtisch, which serves as a gathering place
for people who like Japan.
- A Japanese ramen shop opened for two weeks in the form of a pop-up shop (opening for a limited time) and was very
much well-received.
- From Ichikawa side, there was a resident who made a very impressive description of the new City Hall building using
a presentation app.
Lecture Meeting "Flying in the Sky" - the World of Pilots

(Yusaku Hirota)
(Medan City Committee)

The lecture by the committee Chairperson, Mr. Yutaka Kobayashi, which was postponed several times due to a
powerful typhoon and coronavirus, was finally held on July 18. This was attended by 10 people at the International
Lounge and 20 people who participated online (ZOOM).
Mr. Kobayashi was a pilot of Japan Airlines and has trained at the Japan Airlines Training Center on the US west coast.
He has a flight-record of 17,500 hours during his 40 years career.
According to him, there are many ways to become a pilot currently by entering universities with aviation departments,
high schools, civil aviation colleges, and the Self-Defense Forces, but these places were not available during his time.
He related that he always reminded himself of the safety of passengers and was always careful about keeping other

airplanes 300 meters above or below apart even when his airplane was on auto pilot.
To avoid health related troubles of crew on board, there is a rule that the pilot and two co-pilots must take different
meals on board - Japanese, Western, and Chinese food.
He shared about the most impressive sceneries from sky - the drift ice of Greenland, Butterfly Island (a butterflyshaped uninhabited island on the north side of Papua New Guinea which is believed to make one happy upon seeing
it.), the Northern Lights and more.
On the other hand, he stressed the importance of taking actions against global warming after witnessing the retreat of
the Portage Glacier in Alaska and the forest fire caused by the huge cumulonimbus clouds in Siberia.
There was a time when he used to guide some passengers to the cockpit to enjoy air travel, but this is no longer possible
due to the terrorist attacks on the United States in 2001.
He concluded the lecture by saying “I was very happy to be able to fly safely in the sky without any accidents nor
medical crisis for 40 years.”

(Masako Aono)

The 3rd year of World Friends
Inagoshi Elementary School sent Video Letter to Saint Nicolas, Issy
The World Friends Project 2021 is underway between Inagoshi Elementary School and Saint Nicolas School in Issy-lesMoulineaux, France.
Inagoshi’s school children made the first video in July. The school has only one class of sixth grader with 30 children.
The class was divided into 6 groups and each group created a theme and script for the video letter. They studied hard
to memorize each sentence of the script and to practice pronunciation of words which were translated into English by
IIA Interpretation and Translation Committee.
During the shooting of the video, they encountered some hurdles such as having bursts of laughter in the middle of
shooting that had to be deleted and the sound of the wind from outside which disrupted the recording. However, they
had overcome these difficulties and was able to complete a fine video letter.
Now they are waiting for the reply video letter from Saint Nicolas which must be very exciting for them.
(Satoshi Yamamoto)
P6
Supporting Vaccination for Foreign Residents”
Mass vaccination for 85 people, mainly foreigners, was conducted at Osu Disaster Prevention Park from September.
They were divided into 3 groups and completed their vaccination in the span of 6 days (2 times for each group).
When IIA announced the recruitment of 30 vaccination applicants mainly to foreigners, more than 100 applications
were received by the deadline on August 22. In anticipation of cancellation, we have set an inoculation date for 90
people in 3 groups, and the first inoculation started on September 12, which will last for about two months.
Despite thorough prior confirmation, the sudden cancellation happened. We hustled to fill out the cancelled slots and
gathered some people related to these activities. The vaccines for 85 people was hardly wasted.
In addition, the vaccination staff were able to inoculate with confidence this time, with the support of interpreters and
document preparation by IIA members,
Ms. Ai Arima, the principal of the Ichikawa Japanese Language Institute, invited students from her school to participate
in this group vaccination. After the vaccination, she commented, “I received a lot of words of gratitude from parents of
students thru messages from their home countries. They shed tears when they expressed their appreciation."
I realized deeply the significance of this activity and strongly believed in its worth.

(Haruo Takanashi)

A New Style of Committee Meeting Amid the Pandemic

（Interpretation & Translation Committee）

The Committee Meeting of Interpretation & Translation Committee was held on 9th of October at Zennikkei Hall
conference room.
Amid Covid-19, we conducted this meeting both by online and face to face. A total of 20 participants including 3 who
joined online, made self-introductions at the beginning. While online participants were shown on a projection screen,
participants in the room were also shown using mobile camera. Following a presentation about the history and current
activities of the committee, we had a lively discussion on how to promote and expand our activities.

(Ryuichi Kaneko)

P7
Buddies Christmas Party (December 3)
“Will there be a Christmas party this year?” I was really expecting it and it was realized!
On the day of the party, I entered the community center after taking my body temperature. Participants made up of
Japanese, Thai, Chinese, and Taiwanese were sitting in a circle to avoid the 3Cs,
The first part of the program was singing and dancing. We could not dance the way we did in the past, but we could
dance in the proper way and still enjoyed it. We could not even touch each other while dancing to avoid infection.
The next program was Bingo games, and I was excited since it was the first time in a long time to play it. At first, I
could not get the numbers, but as the game continues, I finally hit Bingo. Surprisingly, I took the first prize which was a
heavy catalog gift. Then, we played a Janken game(rock,paper,scissors) and I lost throughout the game.
I am so grateful that we could hold a wonderful Christmas party after a long self-restraint period under the impact of
COVID-19. I really enjoyed and felt satisfied with the party.

(Ivy Yoshii)

Exhibition in Yawata:Kaiyuuten in Yawata
This festival, which is held every autumn in Yawata, celebrated its 18th anniversary this year on September 26th.
Instead of the usual cooking class, this year we challenged to ourselves to perform on the stage of Zennikkei Hall.
There was a splendid dance performance from Guatemala, with beautiful costumes. It was a real masterpiece.
Mr. Tarushin from Kazakhstan, who studies Japanese at Ichikawa Japanese Language Institute, rendered an English
song number enthusiastically, combined with a rock performance.
The finale was Ami-chacha Dance, by members of IIA Women's Dance Club. Its melody is cheerful and Japanese
people are accustomed to listening. Besides the Taiwanese costume, the other 10 people from Thailand, Bangladesh,
South America, and India also donned their gorgeous costumes. We began practicing before summer, the movements
and formation went perfect in the actual performance. We conveyed the joy of dancing together and the joy of
interaction.

(Miwa Murai)

High School Entrance Guidance for non-native Japanese speaker students and parents （Supported by IIA）
This was conducted for foreign students and parents who are unfamiliar with high school entrance examination
procedure at Nikke Colton Hall on October 17th. In accordance with COVID-19 measures, we divided the participants
into two parts based on their languages. A total of 96 comprising of 36 students, parents, teachers, and volunteers
participated in this event. There were explanations about high school entrance exam, high school introductions by
teachers from seven high schools within the district, and senior high school students sharing their experiences on how
they prepared for the exam and talked about their current high school life. We hope that the students who participated
will be able to enter the high school they are aiming for with the help of this guidance.

(Yoshiko Miyazawa)

P8
IVIS Regular Meeting at Satomi Park on 20th November
We had not seen each other in person for almost two years due to the pandemic. "Since the situation has improved, we
are able to meet now. “Voices were heard - a meeting outside was immediately planned to replace the zoom meeting.
"Bring your lunch and something to sit on." was suggested and thirteen delighted members turned up.
We sat in a circle on the lawn and the MC announced the start of the meeting.

Each person turned into English mode.

One of our usual icebreakers has been "What's up?" The various stories by members were really interesting. (Examples
of these stories to be on the IVIS site in February.)
From noon, we enjoyed more chatting over our bentos though we found ourselves speaking totally in Japanese.
great day reminded us once again how important it is to meet face-to face.

This

The fresh autumn air enhanced the happy

atmosphere.

(Chieko Ito)

IVIS Year.-End Party
IVIS held their Year-End Party online at 7:00 pm on December 22. Beforehand, participants prepared with Santa
costumes, reindeer antlers, etc...
As the ice breaker, we described our own favorite snacks and drinks. When one of the participants, an American man
said that he liked his sake hot, there were cheers of "Oh!"
When a participant explained that the homemade dried enoki mushrooms were dried on the balcony, other participants
nodded with admiration.
Then, it was time for games. We played games like "Difference Hunt," "Geography Quiz," "Yamanote Line Game," and
"Say Hah.” In addition to English, we used our memory, rhythm, and acting skills to the fullest. I got it right!", "I got it
wrong!” We had a lot of fun.
In the end, two magic tricks using hands and cards were performed, which were followed by great applause.
We had a great time speaking various genres of English and deepening our friendships.

(Fumie Takeuchi)

A Lecture on Japanese Culture (Issy-Les-Moulineaux City Committee)
As one of the committee’s objectives this year, we are determined to learn the Japanese way of hospitality to welcome
the delegation of Issy City who will be visiting Ichikawa in 2022.
Our first trial was held on October 16, and we made a” hand-made patch” under the guidance of Ms. Kiyomi Hirai.
This is a flower-shaped patch that combines the French flag tricolor (blue, white, red). We will use this patch for the
emblem of the Issy members as well as for souvenirs to be presented to Issy City. We will continue to learn other items
which can be valuable and useful.
Next, on November 20, we conducted a Tea Ceremony training under the guidance of Ms Airi Eguchi. We started from
the basic manner of a tea ceremony, such as learning the story of "Rikyu Shichisoku” (Principles of the art of Tea
Ceremony) and the proper placing of the sweets served with the tea. We wish to translate the procedure of this manner
into English and French, and if possible, we want to make a presentation about it in French.
Another topic was our Christmas Party Noel on December 18, where we enjoyed gift-exchange, drawing picture game,
singing the “Silent Night” in French, tasting tea and sweets, and more.
Next year, we are planning to have Origami (Japanese paper folding) lesson in February.
The Japanese culture study is still at the stage of trial and error, but we hope to build unity and cooperation among the
committee members through these activities.

( Hisashi Tadokoro)

