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鎌ケ谷市国際交流協会 広報誌 

 

新会長に秋山秀一氏―2016 年度総会を開催 

鎌ケ谷市国際交流協会(KIFA)の 2016 年度総会が 5 月 15 日（日）鎌ケ

谷市総合福祉保健センター大会議室で開催されました。来賓の清水聖士市

長、原八郎市議会議長から、KIFA 活動に対する激励と期待の祝辞を頂き

ました。 

総会は議長に竹内直人氏を選出、2015 年度「事業報告」及び「収入支

出決算」「監査報告」は拍手の全会一致で承認されました。続いて 2016 

年度の「事業計画（案）」とそれに伴う「収入支出予算（案）」について説

明が行われ、質疑応答のあと、いずれも提案どおり承認されました。 

本年度は役員改選の年に当たり新会長に秋山秀一氏、副会長には後関俊一氏が選出されました。 

その他の役員は別表の通りです。 

＊秋山新会長あいさつ 
―伸び伸び、生き生き活動できるお手伝いを― 

 世界の国や地域の人々と交流を持つ

ことができることは、とても素晴らしい

ことです。 KIFAが鎌ケ谷市において、

30 年にわたって行ってきた、さまざま

な国際交流事業は貴重なものです。今後

主催する事業にも、多くの皆さんに関心

と共感を持っていただき、次回の事業への期待と協力を

頂けるようになればいうことありません。多文化共生に

携わるボランティア団体として、活動してきた KIFA の

果たす役割には、今後も大きなものがあると思います。 

 新会長として、運営に携わる会員の皆さんが、より伸

び伸びとして生き生きと活動していけるよう、お手伝い

できればと思っています。「KIFA だからできる意義の

あることを、無理のない範囲で、楽しみながらやるよう

にする」ということが大切だと思います。 

さらに、KIFA が鎌ケ谷市民により親しみをもって受

け入れられ、知名度がよりアップし、会員の輪がもっと

もっと大きくなって行けばいいな～と思っています。 

私にとっての真の学校は、「旅と映画と本」でした。

今も、まだ学びの途中です。感動、発見、そして、その

先の創造へ・・・。どれも、国際交流と密接に結びつい

ています。 

（KIFA 設立に参画し初代副会長。日本旅行作家協会評

議員。元大学教授） 

＊後関新副会長あいさつ  

 今まで KIFA では、理事や総会議長を

したほかには、あまり事業活動に関わっ

てこなかったのですが、副会長を拝命し

たのを機に、自分の出来る限りのことを

頑張っていきたいと思います。 

 私は畳屋をしていまして、日本の文化

を生業にしています。日本の良さを外国の方に伝えると

共に、外国の方が少しでも鎌ケ谷に住みやすくなるよう

な事ができればと思っています。また、いろいろな国の

文化を性別、年代問わず多くの方々と一緒に学び、理解

し合えるような関係を築いていけるよう頑張ります。 

 私事ですが、従姉妹のパートナーがニュージーランド

人です。身内に外国人がいることで文化的違いや考え方

の違いなど話を聞く機会が多いので、参考にしながら

KIFA の活動に役立てていきたいと思います。 

（2012 年より KIFA 理事。鎌ケ谷青年会議所会員）
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2016 年度 改選新役員 

会長  秋山 秀一  個人会員          

副会長 後関 俊一  青年会議所 

会計  藤本 克代  個人会員 

理事  御代川泰久  鎌ケ谷市体育協会 

理事  徳永 敬   鎌ケ谷市商工会 

理事  高桑 明   鎌ケ谷市ｽｶｳﾄ連絡協議会 

理事  高木 享子  鎌ケ谷市芸術文化協会 

理事  若槻 博隆  鎌ケ谷市自治会連合協議会 

理事  岩井 武巳  鎌ケ谷青年会議所 

理事  高橋 徹   鎌ケ谷ロータリークラブ 

理事  沢山 良一  鎌ケ谷ライオンズクラブ 

理事  古川 知己  千葉県立鎌ケ谷高等学校長 

理事  畑  順子  千葉県立鎌ケ谷西高等学校長 

理事  眞田 学   鎌ケ谷市小中学校長会 

理事  皆川 寛隆  鎌ケ谷市役所 総務企画部長 

監事  小河原大蔵  個人会員 

広報委員長   藤本克代   個人会員 

交流部会長   有田容子   個人会員 

研修部会長   吉川秀子   個人会員 

青少年委員長  平田真裕美  個人会員 
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5 月 28 日（土）子ども英会話講座『スマイリーキッ

ズ』が開講しました。初日は子ども達が授業を行ってい

る隣の部屋で保護者会が行われ、教室や注意事項、保護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 15 日（日）鎌ケ谷市総合福祉センターに於いて

英語（初級・中級）2 講座、中国語 1 講座、ハングル（入

門・初級）2 講座の全 5 講座合同開講式が開催されまし

た。参加者は講師、KIFA スタッフ併せて 73 名でした。  

セレモニーでは、秋山会長より「今日の笑顔で、1 月

29 日の閉講式にお会いできるよう頑張って下さい。」と

の激励の挨拶があり、初回講座になるオリエンテーショ

ンが行われました。 

若い受講生からシニアや、受講ベテランも等しく楽し

んで学べる KIFA 設立当初から続けてきた講座です。 

 

 

5 月 10 日（火）東日本大震災で中断していた夜の英

語講座が復活しました。 

月 2 回のペースで無理せず、楽しみながら英語のブラ

ッシュアップをしたい人、読み書きはできるがなかなか 

コミュニケーションが取れない人、少しでも多く生の会 

 

 

 

 

4 月 17 日（日）、日本ハムファイターズ鎌ケ谷スタ

ジアムで行われた「鎌スタ☆ワールドフェスタ 2016」

に参加・協力しました。 

 KIFA は 18 名の外国人とともに参加し、活動案内や 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者にお願い、補講参加の案内など説明を受けました。今

年度は 1 年生から 6 年生まで、3 クラス 46 名です。ど

のクラスも元気いっぱいで楽しそうに大きい声を出し

て自己紹介したり、ゲームや歌で会話を覚えたりペア 

で基本文型を覚えたりしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 回目の学習発表会を兼ねた閉講式にもまた生き生

きとした笑顔が見られることでしょう。 

 

 

 

 

                

                

左：中国語の李慧(リケイ)先生、 

中央：ハングルの金秀妍(キム 

スヨン)先生、 

右：英語の Derek Smith先生 

 

話に接したい人などが

幅広い年代で集まりま

した。 

指導は複数の英語圏

出身の現役講師が交代

で務めています。 

 

 

 

 

外国人のための多言語情報とお知らせの配布、法人会員

の協力による試飲・試食などのブース出展を行いました。    

ステージでは、テコンドー演武やペルー人によるダンス

パフォーマンスを行い、イベントを盛り上げました。 

 

  

現役世代・学生のための Progress English 

 
 

英語・ハングル・中国語講座 

②

 

 

小学生英会話『スマイリーキッズ』 



マイホームタウン 

 

自宅からの夏の夜の風景(白夜) 
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オーロラ・ドーダン（Aurora Dordan）さん 

アメリカ・アラスカ州アンカレジ市出身 

 

自然が大好きで、好奇心旺盛な

オーロラ・ドーダンさんは、アラス

カのアンカレジ市出身です。子ど

も時代に空手を習い、漫画を見た

り描いたりすることが好きでした。

アニメのセーラームーンに出会っ

て興味を持ち、日本に憧れて来日

しました。 

 

●故郷はアメリカ・アラスカ州最大の都市アンカレジ 

アンカレジ郊外には大きなイーグル川があります。ア

ンカレジは森と山と海に囲まれ、近くにはいくつかの氷

河もあります。アラスカには北米最高峰のマッキンリー

山（標高 6,194m、比高は世界最高の 5,600m）もあり、

地元ではデナリ（偉大なもの）山と呼んでいます。 

父は狩猟や魚釣り、アウトドア活動が好きで、アラス

カに住んで仕事をするようになり、そこで母と出会いま

した。実家は樹木に覆われた盆地にあり、熊やヘラジカ

のような動物が多く棲息しています。町の中にも、高速

道路にさえもヘラジカがいますから、車でヘラジカに突

っ込まないようによく注意して走ります。 

 アラスカで生活する人は殆どの人が車を持っていま

す。生活するにも、旅行するにも車が欠かせないからで

す。そして電車は主に輸送や観光事業の交通手段に使わ

れています。小型飛行機で物資の供給を受けなければな

らない遠隔地に住んでいる人たちもいます。 

●季節とアクティビティー 

 アラスカ人は季節に関わらずアウトドアを愛してい

ます。夏の日中がとても長いので“白夜の国” と呼ば

れています。 

 私は夏にハイキング、キャンプ、サイクリング、魚釣

り、徒歩旅行などを楽しむのが大好きです。自分のキャ

ンピングカーやボート、オ

フロードカーで週末のアド

ベンチャーを楽しむ人もい

ます。 

 冬はとても暗く寒いで

す。それでも多くの人たち

は活動的でスキーやスノー

ボードをしています。私は

ドライブウエィの雪かきを

したり、薪を束ねて積み上

げたり、雪の中で遊んだり

して楽しんでいました。 

毎年酷寒の２月には、

アイディタロッド・トレイルと呼ばれる人気の犬ぞりレ

ースがあります。人と犬のチームワークで、アラスカの

険しい大自然の中を、アンカレジから北西部のノームま

で（東京～沖縄より長い 1,700㎞もあります）を約２週

間かけて走破する過酷なレースで、出場者も応援する人

もとてもエキサイトします。 

●学校生活はスポーツが盛んです 

 アメリカの殆どの学校と同様に、アラスカの新学年は 

秋に始まり春に終了し、３カ月の長い夏休みがあります。

日本の学校のような義務的なクラブ活動はありません

が、スポーツチームに所属したり、ディベートクラブや

模擬国連のような課外活動をしています。 

 スポーツは人気で、高校生に一番人気なのはサッカー

です。私はどんなスポーツ種目もした事がありませんが、

健康に関する催しなどには参加して、一所懸命勉強しま

した。 

 高校生は 16歳になると運転免許証を取ります。そし

て車で通学し、ガソリン代や車の保険料のためにアルバ

イトをしている高校生もいます。 

●日本での生活 

 鎌ケ谷市に来る前、大学の 2期制の半期を北海道の大

学に留学していました。私は今ＡＬＴを楽しんでいます。

自由時間には漫画を描いたり、日曜日には東京の教会へ

行ったりします。そして日本語能力が少なくともＮ２に

向上させたいです。日本で沢山の素敵で珍しい経験をし

たいと思っています。 
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家族と海釣りに行き私が釣った鮭 

アラスカ州 
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7 月 13 日（水）19 時から鎌ケ谷市総合福祉健康セン

ター6階に於いて日本語講座の特別学習会、恒例の「に

ほんご夏まつり」が行なわれました。 

 受講生、家族、卒業生、サポートスタッフなど 31 名

が、浴衣を着て初夏の夜を楽しみました。 

学習した日本語で自己紹介の後、各国料理を堪能した

り、“鎌ケ谷ばやし”の高橋キヨ子さんの太鼓に合わせ

て盆踊りや太鼓の叩き方を教わり、ヨーヨー釣りや剣玉

に興じたり、兜の着用や会話を楽しんだりとそれぞれが

満足した様子でした。 

参加した外国人は、アメリカ、香港、ミャンマー、カ

ナダ、ガーナ、ベトナム、フィリピンの 7 カ国 15 名で

した。中には引越し先から参加して「にほんご夏まつり

に来ると故郷に戻ってきたみたいです。」と言う外国人

カップルもいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界を知る会  10月  2日（日）  

旅の達人が語る～とっておきのキプロスの魅力～ 

会場：東部学習センターレインボーホール 

入場無料（定員 200名当日先着順） 

交流バスツアー 10月 16日（日） 

行先：浅草・浜離宮・明治神宮・江戸東京博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KIFAパーティ  11月 27日（日） 

世界の屋台で国際交流 

 各国の美味しい料理を食しながら、バラエティーに 

富んだ舞台を鑑賞したり、おしゃべりしたり、楽しい 

一時を過ごしましょう。 

＊フードチケット付入場券販売開始予定日 10月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  

 

2016 年度 法人会員 

・私市醸造㈱       ・ニッポー㈱ 

・東葛食品㈱       ・鎌ケ谷造園土木㈱ 

・茂野製麺㈱       ・セイバートレード㈱ 

・新和設備㈱       ・㈱千葉銀行鎌ケ谷支店 

・㈲岡田産業       ・㈱タニマ 

・㈱プロス・プラザ    ・那須設計工務㈱ 

・鎌ケ谷総合病院  ・(医)爽歯会みちのべ歯科医院 

2016 年度 団体会員     

・鎌ケ谷ロータリークラブ ・鎌ケ谷青年会議所 

・鎌ケ谷ライオンズクラブ ・鎌ケ谷市商工会 

・鎌ケ谷自治会連合協議会 ・鎌ケ谷市庭園業組合 

・千葉県立鎌ケ谷高等学校 ・鎌ケ谷市小中学校長会 

・千葉県立鎌ケ谷西高等学校 

 

編集後記  

2016 年度の総会も終え、事業も順調にスタート

しました。今年度、新たに日中の英語中級講座、夜

の現役世代・学生世代のためのプログレス・イング

リッシュを創設しました。 

昨年度、スマイリーキッズ（小学生英会話講座）

の中・高学年を対象にした補講が好評だったので、

今年度も対象クラスで、多数の児童が参加し、充実

した事業が展開されています。 

それらの授業サポートや補講指導に関わる会員

ボランティアの存在は、KIFA にとって大きな財産

です。更に次代に向かって、現役世代、若い世代が

持てる僅かの時間を利用して、KIFA の担い手にな

ってくれるように期待したいものです。 (K.F.) 

 

KIFA日本語講座 

水曜日 19:20～20:50 きらり鎌ケ谷市民会館 3階 

入門～上級 随時募集中 

問い合わせ：鎌ケ谷市国際交流協会 

Tel 047-442-1860(月・水・土 9:00～16:00) 

 

 


