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鎌ケ谷市国際交流協会

編集・広報部会

(特 男り企 画)新 しい風         2・ 3・ 6面

(写 真 特 集)総会1ひ た イントル十 卜、語学講座開講式 4・ 5面

(そ  の 他)僕 の私の海外体験      7面
報告、連絡、他         8面

Opening CeremOny(開講式)

Students With a Burning Desire to Learn
(向学心に燃える受講生)

Foreign Language cOurses(語 学研1雰講座)
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日本ユネスコ協会主催
「国際ワークキャンプ」に参カロして

八千代高校 2年 石川 野菊

昨年 12月 に 9泊 10日 という期間の中の 3日 間、ワー ク

キャンプという形でバングラデシュの夕
゛
ムライ村に行き

ました。私達がこの 3日 間で行なった事は、道作 り、 ト

イレ作 り、識字教室の見学などです。これらは「ツジャ

ッグ」 という農村開発団体が行なっている活動で他にも

養鶏や養魚なども行なっています。

道作 りでは、」1を 掘 り、その掘った土を積み上げて道

にするという方法でした。もちろんブル ドーザーなどは

ありません。 くわなどを使って作 りました。私達が行っ

た時は、乾季だったのでとても暑 く、毎 日が夏のようで

した。そのため、少し動 くとす ぐにつかれてしまうので

なかなかはかどりませんでした。 もう一つの気候 として

雨季がありますが、この頃は毎 日のように雨が降るそう

です。バングラデシュなどの諸国で農業などが発展 しな

いのは、道具や技術がなかった り、植民地から独立 して

あまりHが過 きていないという事などの他に、この気候

も関係するのではないかと思いました。

トイレは、今までは穴を掘 りそこに用を足していたの

ですがそれだ と、そのまま地下にしみ込み、地下水 とな

り、その地下水を飲んだ人々が病気になるという、伝染

病などの元になるので、予防のため、穴を掘ったらコン

クリー トを入れ、土にしみ込まないようにするという方

法で作 りました。

識字教室は、女の人は家事の合い間の午前中、男の人
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は仕事 を終えた後の

夜と分けて行ってい

ました。バングラデ

シュのりF識字細ま67%

と、高い割合です。

この中には、お金が

無 くて、学校などに

行けないという人の

他に、親が学校に行

っていないか ら子供

も必要ないと思って

イ子かせなかったり、

宗教_Lの理由で行か

なかったりする人達

も少な くないそうで

す。また、学校に行っても教材がなかったり筆記用具が

なかったりする事 もあるそうです。私達が見学に行った

教室では、みんなとても勉強に対する意欲があり、私 も

見習わなければ と思いました。

私達は今、自分から望 まなくても、ある程度の勉強は

する事ができます。世界にはそれができない人達がた く

さんいるのだという事 を改めて思い知 らされました。そ

んな人達に私達は何ができるでしょう。ただお金を出す

というだけでは援助でも何でもありません。援助 とはお

金を出す という事ではないのです。実際に私達が現地に

行き、何を必要 とするのか、彼らが何を望んでいるのか

という事 を矢IIら なければお金など何の役にもたたないの

ではないか と思います。

私は今回の体験で、今後このような国の人々に対 して

自分は何をしたら良いのかが少し理解できたので、将来

少しでも役に立てるようになりたいと思っています。

たしと友達の合言葉
東部小 5年 甲斐美奈子

わたしが、まだ、台湾の日本人学校にいたころの話で

す。台湾の人で、わたしと同じ位の年の、小さな友達を

作 りました。言葉が通 しなくても心が通 じれば、だれ と

でも友達になれることを、その時初めて知 りました。

その友達は、わたしと同じマンションに住んでい る子

で、毎朝学校に行 く時に、顔をあわせるのです。その 日

もエレベーターの前で会いました。わたしは、いつ もあ

いさつするのがはずか しくて、頭をちょっと下げること

しかできません。この 日も同じでした。頭を下げたあと

その子の顔を正面から見られなくて、エレベーターの表

示ばか りを見ていました。でもこれてはいけないと思っ

て、エレベーターが開いた時に手を出して、「お先にどう

ぞ。Jと 勇気を出して示 してみました。するとその子 もは

ずか しがって、わたしと同じように示 して くれて、二、
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三回ゆす りあったあ と、いっしょにエレベー ターにの り

ました。一階に若いた時、その子は ドア を手でお さえて、

お先にの合 LXlを して くれ ました。わた しは、「シェイシェ

イ。」 と言って先に出ました。

それか らはその子に会 うと、にっこ りわ らって手 をお、

るのが、わた しとその子の会言葉にな りました。

ドイツに行って

初富小 6年 森口 聡子

私は 5才 の時、父の仕事のため、家族で ドイツのフラ

ンクフル トに行きました。当日、成田空港に若いてから

不安になってきました。飛行機に乗る時『私は、いつ帰

ってこれるのかな。』と、どきどきした事を今でも思い出

します。

ドイツに着いた時、緑がいっぱいで、空気が気持ち良

かったのを覚えています。緑があるっていいな、空気が

きオヒいっていいなぁと、′思いました。

三ケ月後、私は ドイツの幼稚園に通 う事になりました。

日本の幼稚園と、全然ちがいました。制服がなかったし

赤ちゃんから通 う子 もいたし、部屋の中に土足で入るの
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で、 ビックリしました。国によって暮 らし方がいろいろ

ちが うので、日本の事 を忘れて ドイツの生活に早 く慣れ

ようと思いました。

一年の中で一番楽 しみだったのは、ファッシングです。

ファッシングというのは仮装行列の事ですcピエロやお

姫様になってみんなとってもn」 愛かったです。パレー ド

のあとで、あめやガムがなげられ、拾った分だけ、もっ

て帰っていいのです。それが、一番楽 しかったです。

それから私は、 ドイツの風景やお家が大好きです。緑

が多く、家の近所や公園に リスや野 うさぎもいっぱいい

ました。お家は、色とりどりでかべに、もようが書いて

あり、屋根は赤や緑でぬってあり、見ていて、とてもき

れいで、いなかっぱ くて好きでした。

ドイツのおとなりはみんな外国だったので、いろんな

国へ旅行 しました。それが一番の思い出です。

私がいった時は、西 ドイツでした。ベル リンのかべが

あったので二つにわかれていたのです。 日本では体験で

きないことをいっぱい体験できた四年半でしたが、今は

ドイツにイ子って本当によかったと思います。

国際交流推進における自治体の役害J

川端 作治

今や国際交流の流れは、従来の経済、政治的側面を中

心 とした交流から「人、地域情報、地域文化Jの側面が

大きく取 り上げられ、裾野の広い多元的な交流が求めら

′Lる 。

従って、地域レベルにおいて国際交流推進の担い手は、

KIFAを 窓口としながら、地域住民、青年会議所、商

工会、農業団体、ロータリクラブ、文化、スポーツ団体、

企業、教育研修機関および自治体 ということになり、各

々その役割を発揮 しながら、公民協動の態勢を整えるこ

とが地域からの国際交流を成功に導 く鍵 となる。

しか しながら、このKIFAお よび民間主導の国際交

流が成熟するまでは、特にハー ド面においては、自治体

が先導的役害」を担 うことが重要であ り、国際交流推進の

環境整備 という観点から自

'台

体が取 り糸lt・ ‐ き事業 とし

ては次の事業が考えられる。

(1)地域環境の整備 (地域まちづ くり)

(2)地域経済の l■u際化推進 (商工、観光、農業など)

(3)地域にとって必要な国際情報の収集および` 1青 報の提供

(11)国 際性豊かな人材の育成 と確保

(5)住民の国際意識 と国際理解のかん養 (学校教育、社会

教育に国際理解講座の開設など)

(6)地域アンデンティティと地域文化の確立

(7)世 界につながる人権意識の養成

(8)KIFAの法人化の促進 (財政基盤の確立 )

(9)国 際姉妹 (友 好)都市提携、姉妹校提携の推進

00K I FA及 び会員の活動拠点の整備 (国際関係資料、

図書の整備等 )

さらに、地域づ くり、まちづ くりの中に国際交流とい

う視点 (外国人にとって住みやすい滞在 しやすい)を 導

入して、国際交流の推進 という面から、地域計画の策定

に当たって外国人に対する配慮をおこない国際的に開か

れた地域づ くりが急務 となる。

(1)既 存のものを国際機能の確保 という面から改善する。

・市民会館、博物館、史料館等を国際文化センターに。

・市民体育館、競技場を国際スポーツセンターに。

・会議場を国際会議場に改良する。

(2)行政サービス

・外国語が堪能な職員の配置 (国際課等の設置 )

。日本語講座の開設

・住宅、教育、医療等の生活相談サービスの充実

。道路標識等の外国語の表示

(3)交 流活動の支援

・住民 と外国人滞在者 との交流を深める、懇談会、交

流会等の開催支援

・地域の祭 り、イベ ン ト等への招待、参加要請

・外国人滞在者を支援するボランティア活用の体制づ

くり支援。
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当委 員

企画総務 委員長 ・運営委 員 |

研修部会長 ・運営 委員

交流部会担 当理事

広報部 会担 当理事

研 1多 吉い会担 当理 事

交流部 会長・通常 委員

藤 田 イ言 義

イ1サ ||'議  f 派遣部 会 1(・ 運営 委員

本寸 |コ  ,原  ■f 研修部 会 IЦ 当理 事

交流部 会担 当理 事

′多 1広報部会長・運営 委員

皆  川 岩  雄 派遣部 会 lll当 理 事

弁令  イく  昌  i「

酒 井 二 郎 |

中 村  孝 一 1会計 ・運営 委 員

役  職 役 員 氏 名 当担

名 誉会長 皆 川 圭一郎

顧   問 平  原 俊  雄

i=    ヨヨ 伊 藤 義次郎

西 峰 光 男

会   長 佐々木 武二郎

高」 会 長 秋 山 秀 一

1司  ;本  ま青 イ



楽 しい授業場景

英会話 (フ リー トーキング)

念 華 道 吟

F吟詠に生け花を伴 う

:の 面か らとらえた生け花の美
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際交流協会

コンサート

(歌 )

赤坂 忍さん 。

(ピ ア ノ)

川中順子 さん 。

参加者 :111名

瀬川千里 さん

星野静子 さん

▲二重唱「フィガロの結婚」

く熱気あ.S、 れるコンサー ト会場

より「手紙」モーツアル ト作由



日本の
｀
国際化

″
を願いつつ…

スティーヴ・バーク

鎌ヶ谷市職員 (嘱託)外国語指導助手

鎌ヶ谷市国際交流協会 語学研修講座講師

I ⅥrISH JAPAN A LOT OF LUCK IN ITS GOAL TO INTERNAT10NALIZE

I havc been living in Kamagaya for over 2 and 1/2 years I 、viH soon be leturning to my

home in the U.S.A. Before returning ho、vever, I have been asked to give a fev′  of my

irnplessions of my stay in japan, and offer suggestions 、vhich lllight help japan better

internationalize.

A71y irnpressions of japan are nearly all good. I found the people here to be kind generous,

and hard 、vorking. I was especially irnpressd 、、アith the students of Kamagaya l enioyed

their energy, sensc of humor, and honesty. I v/ant America to learn frorll iapan, 、vays to

make AInerica'sl-12 grade schools better.

As an educator, one suggestion I 、vould offer iapan tO become more internationalized would

be for the iapanese ⅣIinistry of Education, Nlonbusho, to reverse its 1990 decision to censor

public school history books. I believe if the japanese Goverment and Wlonbusho would stop

trying to hide, alter, and gloss― over itS war tirne history, one of the last obstacles to true

international respect would be removed

l wish japan a lot of luck in its goal to internationalize. And l thank aH of you here in

Kamagaya 、vho, one way or another, helped make my first experience in iapan a positive

one. Thank you very much.

Steve Burke

☆

私は鎌ヶ谷市に約 2年住んでいますが、まもなくアメリカに帰 ります。帰国する前に、日本に対す

る印象と、日本が国際化する為の提案をしてほしいと言われました。

私の日本に対する印象は基本的には良いものです。日本の人々は親切で、寛大であり、とても良 く

働きます。特に当市の生徒達が印象的です。彼らの元気の良さと、ユーモアのセンスと、正直なとこ

ろに好感が持てました。アメリカが、月ヽ学校から高等学校までの教育を良 くする方法を日本から学ん

でほしいと、私は思います。

教育者として、日本が国際化する為に提案する事は、日本の文部省が公立学校の歴史の教科書を検

関する事を決めた1990年の方針を取 り止めるべきだと思います。もし、日本の文部省と政府が戦争中

の歴史を隠したり、かえたり、塗 り替える事を止めれば、本当に国際的に認められる最後の障害が取

り除かれるだろうと思われます。

私は日本が「国際化する」 というゴールにたどりつける事を祈っています。そして、日本での生活

を有意義にする為に貢献 して くれた鎌ヶ谷市の皆さんに感謝します。あ |)が とうございました。

スティーヴ・バーク

☆☆☆
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アメリカの学校

中部小学校 5年 冨田祐―郎

ぼ くは、父の仕事のためにアメリカで五年間 くらしま

した。アメリカに行った時ぼ くは五オでした。そして去

年の夏、四年生になって日本に帰ってきました。

ぼ くが住んでいたのは、ロサンゼルスのバンナイズ市

という所です。ロサンゼルスにはたくさんの日本人が住

んでいますが、ぼ くのいた所は、日本人の少ない町でし

た。

アメリカに行ってす ぐぼ くは、キンタ
・
―ガーテンに入

りました。キンダーガーテンは、日本で
｀
幼稚園のことで

す。ぼ くは英語が全然話せなかったのではじめは、先生

の言うことも全然わか りませんでした。だけどハサ ミで

紙を切ったりの りではったりすることや、算数の計算な

どは、言葉がわからなくてもできました。だからぼ くは

毎日、工作と算数の計算ばか りだったらいいのになぁ、

と思っていました。でも、英語 も毎 日毎 日間いていたら

いつの間にか、先生の言う事や、クラスメー トの話がわ

かるようになっていきました。わかるようになると友達

ともだんだんしゃべれるようにな りました。そしてはじ

めて友達になったのは、マシューでした。マシュー とは

l」

~く
が 日本に帰ってくるまでずっと親友でした。

キンダーガーテンの後に一年生になった時には、ぼ く

は、もうなんでもわかるようになっていました。

アメリカの学校は、時間わ りがありません。毎朝先生

がきてから一 日の予定をきめました。午前中に休み時間

は一回しかなくて、おやつを食べてもいいのです。みん

なが持って くるおやつは、だいたいりんごやフー ドバー

やポテ トチ ンプでした。お昼になると、昼食を食べます

が、アメリカには給食がありません。弁当を持ってい く

か、85セ ン トをはらってカフェテ リアで食べ ます。カフ

ェテ リアでは、ピザ とかハンバーガーが食べ られます。

アイスクリーム も付いています。でも、いつ もならばな

くてはならないので、ぼ くは、ほとんど弁当を持ってい

きました。

ぼ くは毎 日、母の運転する車で学校へ行きました。ほ

とんどの生徒は、車できます。なぜかというと学校が遠

くにあるのと、アメリカはこわい人がたくさんいて子供

7

には、あぶない国だか らです。

ぼ くやぼ くの家族は f■年間で一度 もこわい思 いをした

ことはあ りませんがほん とうにラッキーだった と思 いま

す。言葉がわか らな くて、さみ しい気持 ちになった時 も

あったけど、アメリカは大好きなIIIで す。日本でも勉強

をがんばって日本のことをよく知 りたいと思います。

グアムの思い出

鎌ヶ谷市立第二中学校 2年 坂本久美子

昨年、私は父母、妹、いとこでグァムに行 きました。

私は、実は飛行機に乗るのが初めてで、いろいろと不安

てした。「こんな重い鉄のかたまりが空を飛んでいくなん

てコワイ、飛行機の中で トイレに行 きた くなったら、ど

うしよう、外人に話 しかけられたらどうしよう、海に落

ちたら私はどうすればいいの。」などと小さい子のように

′しヽ配 しました。 グァムに行けるという、 うれ しさと飛行

機の不安が頭の中でごちゃごちゃになっているうち飛行

機に乗 り込みました。 もう出発前が とにか く1番 こわい

のです。夜なので窓の外は真っ暗で、滑走路にずっと遠

くまで光っている電気がとてもき′しいでした。

何 日か前、グァムに行ったことのある友達が、「グァム

って くさいよ。」 と言っていたのを思い出しました。(は

たしてグァムは くさいだろうか ?)と 考えているうちに、

私を乗せ飛行機はグァムヘ と飛んで行きました。

3時間後、暗い窓の外に点々と明 りが見えてきました。

「きれ一っ。」真夜中のはずなのに、グァムの町はあかる

く、とてもされいでした。

飛行機を降 りたらす ぐ、ダァムの空気を思いっきり、

鼻から吸いこみました。その後思わず言ってしまった言

葉は、「くさい。」 くさいというより「グァムのにおいJ

です。 日本とちが うにおいです。バスの中、お店の中も

なん とも言えないにおいがあり、 5日 間の間にこのにお

いに慣れるのには、ちょっと苦労 しました。

初めて飲んだヤシの実のジュース、グァムの料理、人

々のあたたかさ、どれ もとても楽しくて忘れられません。

日本に着いて「やっぱ り日本が 1番いいな一。」と感 じ

ました。けれど本当にグァムに行って良かったと思って

います。

持ち運び自由

家族みんなのコードレスホン

鎌ヶ谷支店

鎌ヶ谷市東初富436-15

a0474(45)8211(代 表 )

1″興タト葉永
プラン三ンクつら施Iまで

専任の リフォームコーディネーターガ

親身になつてお手lLし いヽたします。

お気軽にこ相談くださしヽ



1992年度 本格的にスター ト〃

去 る 5月 16日 (土 )、 市総合福祉保健センター、 6階大会議室に於 いて、本年度の総会が開催 され ました。

佐々木武二郎会長の挨拶にひ きつづ き、皆川圭一郎市長 (名 誉会長 )の祝辞の後、 6議案の審議が行 なわれ、いずれ

も承認 され、本年度の事業推進に向って本格的にスター トしましたc総会後、国際交流協会ジ ョイン トコンサー トが行

なわれ、会員以外の一カl市民の方々の参加 もあ り、盛会裡に終了され ました。

丁he General Meeting was held and a nevv year has started.

The general meeting for the year of 1992 MIas held at the conference ha1l of the 1/1unicipal Welfare and

Health Center On May16,1992 FoHov′ ing the opening address of Ⅳlr TakeiirOu sasaki, Chairmsn of KIFA,

PIayor Ke五 chiro Nlinaga、 va, who 、vas also an honorary chairman, gave a congratulatory speech Then, six

propositions 、vere discussed and all approved, and a ne、 v year has started vvrith fresh spirits メヘfter the

meeting,a KIFA」 oint Concert was held and enioyed audience from the citizens as well as KIFA members

lt 、vas a great success

1992年度 海外派遣者決まる

派遣部会では、今年度の青少年等の派遣事業 として、ニュージーラン ド各市 (オ ー クラン ド・ハ ミル トン・タウラン

ガ・ウエ リン トン・クライス トチャーチ等 )の公共施設の視察並びにファームステイを 7月 29日 ～ 8月 12日 までの15日

開行ないます

派遣者i塁 考にあたっては、 5月 17日 に面接、論文記述を実施、 5月 20日 に論文審査を経て、次の方々が決定 した。

◎ ●入戸野恵子 (社会人) ●万歳 史真 (高校 2) ●早川 千春 (高校 2)

●水澤 達郎 (高校 2) ●鈴木さやか (短大 1) ●川端菜つみ (大学 2)

●山本 哲司 (大学 2) ●宮野 啓子 (大学 4)  (◎ 印 リーダー )

Members of Delegation to New Zealand were selected

Delegation Selection Comrl■ ittee has decided to send the delegation consisting of eight young people to such

cities as Aucklaud, Hanlilton, Tauranga, ヽヽrellington and Christchurch in NeM′  Zealand 「Fhey 、″in visit

public facilities and stay at farms in those cities during the period of July29through August12, 1992

The applicants for the delegatiOn 、″as given a 、vritten exam and intervievred on ルIay17.

「

。 ^'‐

,

編 集 後 記事務局からのお願い

今年度の会員資格更新の手続きは、7月 1日 までに

なっています。会費未納の方は、お早目に納入をお願

い申し上げます。協会の事業を支えているのは、会員

の皆様一人ひとりの力です。

よろしく、ご協力の程、お願いいたします。

建設業の許可票/建築工事業、千葉県知事許可(般 63)第 4967号

二級建築士事務所登録/千葉県知事登録第2-8708-2464号

代表取締役 西  峰  光  男

千葉県鎌ヶ谷市道野辺1007番地
TEL  0474-4 4-6 48 1“う
FAX 0474-44-6497

総会終る

Misce‖ aneous  lnformation

″C―
っ

:

☆今年の K I F A plazaの テーマは「外国人にも親しんて

もらえる紙面作 り」。少しづつですが、英訳を加えていく

ことで、日本語の読めない外国の方にもパラバラと見て

頂けたらと思っています。★広報部会での活動を通 して、

あなたのアイデアを生かしてみませんか。

髪姜暮鳳
〓

彙
】ロ

土地建物・注文建築・分譲住宅の御相談は

信用第一、心のかよう……

(社 )千 葉県宅地建物取引業協会 千葉県知事免言午55201 建設業許可 (般 -1)第 2551号

我 が 家 が あ る 幸 |せ わ
ヾ

あ る

〒2730 展示場 千葉県鎌ヶ谷市東道野辺2 036 80474(46)H03・ (44)870F A X


