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氷山の上位蜃気楼             アデリーペンギン 
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現在 KIFA

ホームペー

ジに 8社の

法人・団体会員様のバナー広告を掲載しています。 

日頃 KIFAを支え惜しみない協力をして頂いている法

人・団体会員様に地域発展のため少しでもお役に立て

ばと 2014 年度からバナー広告掲載をスタートさせました。         

2015 年度も引き続きバナー広告掲載を致しますので継

続掲載ご希望の団体会員様はご連絡お願い致します。 

新規登録団体会員様につきましては役員会にて検討し

掲載可否を決定させていただきます。 

尚、入会 3 年以内でバナー広告掲載を希望される団

体会員様は団体会費の他バナー広告掲載料として年度

内掲載費 ¥5,000となりますので宜しくお願い致します。

2月 8日(日)東部学習センターレインボーホールで研修部会主催「世界を知る会」が開催されました。 

講師に第 36次南極越冬隊員として 1994年 11月から 1996年 3月まで昭和基地で気象観測に当たった気象庁職

員の宮内誠司さんをお迎えし、数々の美しい気象映像を交えながら南極での体験を伺いました。会場にはあいにく

の悪天候にも関わらず小学生からシニアまで 100名を超す幅広い年代の参加者がありました。 

 

 

 

2015年度定期総会のお知らせ 

鎌ケ谷市国際交流協会(KIFA)の 2015 年度定期

総会を 5 月 17 日(日)10:00 より市総合福祉保健セ

ンター6 階で開催します。会員の皆さんの参加を

お願いします。 

 

KIFA会員募集中！ 

年会費    個 人 会 員   ：           2,000 円 

        家 族 会 員 ：  5,000 円 

        生 徒 会 員 ：  1,000 円 

                                                                                                       法人・団体会員           ：           10,000 円 

 

どこまでも続く幻想的な氷の世界。しかし見えている

のは巨大な氷山のほんの 10％の高さ 50ｍ～60ｍだけ

で 90％は海中に隠れていると言う驚異の自然。最低気

温はマイナス 80℃。こんな世界に憧れた宮内さんは体

を鍛え、31名で編成される越冬隊の構成任務の一つで

ある気象の道に進みました。そして希望を捨てずにいた

事で実現した越冬隊としての気象観測任務の傍ら、好

きな写真撮影をふんだんに行い、南極でも滅多に見る

事ができない自然現象に出会う事ができたそうです。 

太陽が水平線を転がるって知っていましたか。四角い

太陽って見たことがあるでしょうか。オーロラは勿論の事

そんな不思議な現象も南極では見る事が可能です。 

楽しそうに話す宮内さんの話と映し出される映像に会

場がすっかり引き込まれた 1時間半でした。 

宮内誠司さん 

宮内誠司さん 

（正会員） 
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世界各国の生活・文化を知り、日本の生活文化との違

いを知る事は国際理解の始まりです。 

1 月 18 日(日)まなびぃプラザを会場にアメリカ、韓国、

ロシア、中国、ペルーの 5 カ国出身のゲストを招いて【外

国文化に親しむサロン】が開催されました。「日本のおも

てなし・世界のおもてなし」をテーマに話してもらい、その

後ティータイムを挿んで椅子を車座に並び替えて全員で

楽しくディスカッションを行いました。 

ディスカッションに先立ち予定外のゲストと参加者によ

る華やかなロシアやペルーの民族ダンスが始まり会が一

層盛り上がりました。       

【日韓では商売の概念が違う】        

韓国・金 秀妍 (キム スヨン)さん 

韓国の歴史的背景から日本とは商売の概念が違うの

で、売り手に買って頂くという感覚が無く店員の対応が素

っ気ない。笑顔も無く頭を下げる習慣もありません。日本

では警察官でさえも笑顔でスピード違反切符を切ります

が、日本と違って韓国社会では笑顔での対応が普及して

いません。 

【ロシアにはおもてなしという言葉は無い】           

ロシア・ベルゾフスカヤ ナタリアさん 

ホスピタリティーは家族や友達にだけ使います。 

ロシアは共産主義から資本主義になり工場が殆どなので

接客の機会が少ない。日本のおもてなしはサービス以上

のサービスだと思います。 私も経営者として日本のおも

てなしを見習う必要を感じています。 

 

【中国では出されたお酒 は飲み干す事】  

中国・劉興さん 

中国の宴会ではお酒を飲めない人も飲まなければ失

礼になります。宴会でも席順に決まりがあります。 また中

国ではデザートに杏仁

豆腐は出ません。

お年玉は必ず赤い

袋で、子どもだけで

なく結婚していない

大人にもあげます。金

額よりももらった数が大切です。お店のサービスは日本が

世界で一番だと思います。 

【ペルーの一番のおもてなしは酒とダンス】      

ペルー・フリオ ペーニャさん 

『夜まで安全』な日本へ来て良かったです。レストラン

の呼び出しボタンやチップがいらないのも便利でポケット

ティッシュを配ってくれるのもうれしい。ペルーではパーテ

ィが多いですがパーティでは、必ず踊ってください。ペル

ーには「壁の花」はいません。料理も飲み物も多く、飲み

物はボトルで出されます。 

【アメリカと日本ではおもてなしに違いがある】   

アメリカ・クリス ミルズさん 

日本ではコンビニがたくさん有り、多くの種類の物を売

っています。そして買い物にポイントなどのおまけがつい

たり、レストランでお手拭が出たり呼び鈴があったりとかオ

リジナルなおもてなしがあります。

 

 

 

 

国を代表する家庭料理体験をしてその国を知る「外国

家庭料理講習会」が 2 月 22 日(日)、南部公民館におい

て開催されました。  講師はベトナム人でプロのシンガーソ

ングライターであるハイチュウさん。参加者のベトナム人

フィエンさんご夫妻もサポートしてくださいました。調理体

験者 26名、試食パーティ参加者 8名を加え参加者は 34

名でした。メニューは『フォー』 『バインミ』 『ゴイ・クオン』 

緑豆のデザート『チェー』の 4品。 

毎年楽しみに参加されるお馴染みの方も多く、和やか

な雰囲気で料理が完成していきます。「ベトナム料理は

油で揚げる料理はなく殆どが茹でたり蒸したりする料理

です」など説明がありました。調理終了後、部屋を移して

出来立ての料理を食しながらベトナム語の 7 割は漢字変

換ができ、ドイモイ政策、末っ子が後を継ぐ等の話や素

敵な歌声を披露して頂きました。ハイチュウさんは、こん

な形で友情が芽生えたのは初めての経験で、大変うれし

いと話されました。

②
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2月 8日(日)10:30 より東部学習センターレインボーホ

ールで英語、中国語、ハングル 2 クラスの語学合同閉講

式及び学習成果発表会が行われました。 

信夫稔会長から「外国で暮らして言葉は大切だと痛感

しました。コミュニケーションには少しでも多くその国の言

葉を理解する事が肝要だと思いました。皆様は 1 年間で

随分語学力をつけられたと確信しています。これからも続

けていって下さい」と贐の挨拶がありました。   

皆勤賞は掛け持ち受賞者2名を含め延べ15名。会長

から記念品を授与され記念写真に納まりました。       

【講師講評】 

＊英語：デレック・スミ

ス講師 皆さんおめで

とう。よく頑張りました。

この 8 か月間は昨日

の事のようです。       

＊中国語：胡丁毅(フ

ーディンイー) 講師 

ベテラン受講生に助けられました。最後には初心者も

ベテランの速さについてこられるようになり嬉しいです。 

＊ハングル：金秀妍(キムスヨン) 講師 

ハングルは数で勝負という感じですが皆が熱心でとて

もやりがいのあるクラスでした。 

【各講座受講生の感想】 

＊英語…昨年よりワンランクアップのテキストでしたがより

文法力や聴解力がつき語彙も増えました。テキストを離

れた会話でも得る所が多く楽しい授業でした。 

＊中国語…予習復習が大変でしたが楽しみでもありまし

た。発音練習も難しかったですが慣れてきました。また先

生からうかがう北京の街や食べ物の話などとても興味深

かったです。 

＊ハングル…沢山の例をあげて分かり易く、丁寧に教え

ていただきました。日本と韓国の文化や生活習慣の違い

が本当に興味深く楽しかったです。 

ハングルは母音と子音の組み合わせでできている言

葉ですが簡単そうでこれがなかなか覚えられません。そ

れでも教室はいつも笑い声が響いて楽しい授業でした。 

【成果発表会】 

中国語：四字熟語クイズ。 

歌「花は咲く」 

英 語：歌 Sukiyaki song, 

Fly me to the moon 

ハングル：歌 Only one,  

アリラン 

3月 14日（土）子ども英会話講座「スマイリーキッズ」の

閉講式が行われました。保護者 23 名が見守る中、3 クラ

ス 32 名の合同の特別レッスンが行われた後、今年度の

講師ジェイ先生、ミルズ先生、ジェンナ先生から受講生

ひとり一人に特製修了証が手渡されました。 

特別合同授業では、ジェイ先生のアルファベット神経

衰弱ゲーム、ミルズ先生のフルーツバスケットマクドナル

ド版、ジェンナ先生の Bomb(爆弾)ゲームを行いました。 

どのゲームもしっかりと英語を言わないと勝てません。ゲ

ームの後は席に戻り閉講式です。講師から受講生ひとり

ひとりに KIFA 特製修了証が手渡されました。30 回のレ

ッスンを通して、ジェイ先生からは、「スマイリーキッズ講

座の修了おめでとう。みなさん、良く頑張りましたね。でも

宿題はやるようにしてね。5 月にまたレッスンで再会でき

るのを楽しみにしています。」 ミルズ先生 「みなさん頑

張って勉強しましたね。 レッスンだけでなく、是非教室の

外でも学んだ英語をたくさん使って下さい。」 ジェンナ

先生 「みなさんに教えることで私もたくさん勉強になりま

した。 これからも英語を楽しく学んで下さい。」 とのメッ

セージが送られ、最後に講師と一緒に記念撮影をして、

閉講式を終了しました。
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