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鎌 ヶ谷市姉妹都市提携推進委員会は10月 12日 から7日

間、ニュージーラン ドのワカタネ市とオース トラリアの

ワリンガー市を視察訪間。

自然に恵まれ、人情味温れるワカタネ市民 との交流は、

すばらしい人間関係、国際関係を築 く良い機会になると

期待されます。

16 service representatives and council
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姉妹都市提携に向けて

期待される市民レベルでの国際交流

ワカタネの地域は、た くさんの小さなまちが集まっ

ている。「オホペ」「エジクンベ」「ムルパラ」「タネア

トウア」「マタタ」やその他多くの小さいコミュニテイ

があります。その中でもワカタネが一番大きなまちで

す。

ワカタネの位置は、ニュージーラン ドの東1貝」のプレ

ンテイ湾 (ベ イ オブ プレンテイ)に 面しています。

ワ カ タ ネ の 概 要

①面  積 4,330kゴ

②人  口 35,000人 (ワ カタネの中′亡ヽは、

③平均気温 17.2℃ (1月 【夏】):6.7℃ (

④産  業 牧畜業・農業・林業

⑤首  長 ドン・ハードマン市長 (公選 :

⑥議  員 14人 (公選 :任期3年 )

⑦職 員 数 187人

⑧学 校 数 ○幼稚園  9  500人
〇小学校  26 3,700人
○中学校   1  600人
○高等学校  4 2,350人

13,000人 )

7月 【冬】)

lI期 3年 )

【ワカタネの位置】

島

マオリ族の踊り
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視 察 市 の 印 象

ワカタネ市 にュージーランド)

☆ワカタネの人々の感′亡、な対応及び′し、遣いが人情味ある

人間性に接 した思いがする。上下の階級を問わず異国の

客に対する一連のプログラム作成が彼等の人柄を表現 し

てお り、大変に好感を持った。残念な事には交通の便が

多少不便に思 うが、全体的には姉妹都市を提携する候補

地 としては、良いと思 う。

★年間を通 して芝生が枯れない温暖な地方なので、非常

に過ごしやすいと思われ、住んでみたい気がした。ォー

クラン ドからワカタネまで約300kmの バスの旅は、道路沿

いに牧場が続き緑が美しい地域であった。

★緑豊かで自然に恵まれ、海、川、山に囲まれ景観も良

く、また、気候風土も良いきれいな町である。町 も良 く

整備されてお り、市街地以外は広大な牧草地であり、農

業も、盛んである。市長をはじめ市民は、先住民のマオ

リ族 とも円満で人情味があふれていた。治安 も良 く安全

性 も高 く青少年の交流には最適 と思 う。

★自然が豊かであり人情に厚いワカタネと交流し、お互

いの教育・文化・生活・経済・産業等の交流を進め、お

互いの良さを認め、学び、広い視野から物事 を判断でき

る市民を育てたい。 2日 間の視察に対する案内・サービ

スは、至れ り尽 くせ りでこれだけ厚い歓迎はなかなかで

きない。それだけに姉妹都市提携に力を入れていること

がわかる。

ワリンガー市 (オーストラリア)

★鎌 ヶ谷市にとってワリンガー と姉妹都市の関係を持っ

てもメリットはあまり考えられない。

☆シ ドニー・ワ リンガー周辺の 日本企業の進出が 目につ

いた。 5年から10年後には、東京の近郊 と同じ様発展す

るものと思われる。国民自身が 自然や動植物を大変大切

にしている。ゴミ問題で市民の理解・協力が得 られてい

るように見られる。

★比較的好意的であるが、ワカタネと比べ消極的であっ

た。高校生の表情や学校の授業風景等から好感が持たれ

た。町全体は、完全に都市化されていて、柏市・船橋市

並であった。

☆オース トラリアの大都市シ ドニー (人 口350万 人)の近

郊ということもあって、ベ ッドタウン的な都市のようで

あった。 しかし、町並みは、起伏に富んでいて緑が多く

整然としていた。日本人が約1,000人 住んでいるという事

を聞き、これから国際交流をしていく上で、少し疑間を

もった。(な るべ く同邦人のいないところの方がよい。)

青年海外協力隊員からの近況

北緯 9度47分 東経125度29分 フィリピン南部 ミンダ

ナオ島のスリガオ市から、クリスマスと新年のご挨拶を

申し上げます。

こぶさたしていますが、お元気でお過ごしでしょうか。

こちらは常夏。一年中、新米や果物が食べられるおかげ

で、元気です。

会社から2年間の特例有体をもらって、JOCV青年

海外協力隊に現職参加の電算機隊員として加わり、ポラ

ンティア・インストラクターとして、当地のサン・ニコ

ラス大学に赴任して、約1年になります。にわか大学講

師ですが、やってみると結構おもしろいもので、仕事は

目下順調です。今学期は論理回路学を担当しています。

来学期からはネットワーク論等も教える予定です。

学校はカトリックのミッションスクールで、校長 (写

真左端)はシスター。各学部長はじめ、講師も学生も9

割位が女性です。写真は、着任時、スリガオ空港で出迎

えを受けた時のもので、私が着ているのは」OCVの制

服です。これは公務用で、普段はくだけた夏の格好です。

講義の時には、月～木曜は半袖開襟裾出し型の職員用の

制服 (民族服 BarOng Tagalogと 同じ形)を着ます。週

末の授業はポロシャツ・ジーンズです。

住まいは、学校と同じ敷地内にある、大聖堂教区神父

館の一室で、毎朝、鐘の音や、それに続くオルガンの調
べとゴスペルコーラスで目をさまします。神父様や神学

生達と一緒に 曜X正 しく慎ましい」生活です。しかし

三食おやつに昼寝つき、通勤時間0分、サロンには衛星
ケープルテレビ、部屋にマニラの」ICA本部との連絡用無

線機装備、構内は武装ガードマンが24時間警備中という
わけで、ピナツボ火山の避難民キヤンプや、′L/7｀ ング島

の同期隊員達に比べたら、申し訳ない位、楽で安全な暮
らしです。

さて、今年のクリスマスはこの大聖堂で過ごします。
ここに住み込んだおかげで、連日の夜明けのミサやイブ

の深夜のミサが、居ながらにして見られます。ところで

来年のクリスマス前には、日本に復帰の予定です。あと

一年弱です。

以上、ご挨拶兼近況報告でした。

建川 “Duke"大輔 93。 12019
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昨年、11月 23日 に恒例の第 6回 、KIFAパ ーティー

が総合福祉保健センターで開催されました。

当日は晴天に恵まれ、参加者総数248名 、うちII・ 国人75

名 (国籍13ヶ 国)と 前回にもまして華やかなパーティー

となりました。

パーティーの立案から当日の会場準備にと、大忙 しの交流部会員。合間
をぬって積極的に会話を楽 しむ。

カラフルなガーナのお国紹介コーナー。

シカゴから日本語での自筆の礼

状が届きました。漢字まで使いこ

なしたすばらしい和文に、部会員

一同感嘆のためいき。

どうしたらここまで外国語に精

通できるのでしょうか。 やはり
｀
努力

″の一文字 ?…

KIFAバ ーティーに参加させていたださ、有り

難うございました。あの時は2週間の出張で来日し

ていたのですが、最後にバーティーに出席して非常

に re aXで きて楽しい思い出になりました。特に

speechし な<てよかつたのでほつとしました。

KIFAの memberと鎌ヶ谷市の皆さまにもあ会

い出来、いろいろな話しをすることが出来たことは

私にとつてもよい経験になりました。た<さんの人

たちが、この様な国際交流パーティーに集まられた

ことに強いED象を受けました。

また、た<さんの国からの代表者の人たちがてん

じしていた bOOthであ互いに話しができたことは初

めての経験でした。特に韓国の人と日本語でいろい

ろな文イヒの話しをしたことが非常におもしろがつた

です。

今後私が日本に行<きかいがあつて、その時、 K
IFAバーティーが開かれる予定があれば、ぜひ参

加させていただきたいと思います。

ダン マクナルティー

シカゴ イリノイ小N ∪ SA

市内の中学生

ティーチャー

今回はご主人



PARTV
The 1993 KIFA party was held November 23 in

the Kamagaya City Welfare building with over

250 people participating. The highlight of

the party were the 7 booths representing the

countries of various foreigners living in

Kanlagaya City. Lots of food, drink and Games

contributed to a wonderful time for everyone!
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カントリーミュージックを披露するトロント出身のマイケル君。

二はおり1染みのアシスタント・ イングリッシュ

(中 央 )。

:参加 して下さいました。

お国は違つても子供を通 して会話がはずむ。

取材の合間にもゲストと共にゲームを楽しむ。



日本語講座風景
受講生は現在十数名で国籍 も日本語のレベルも様々。

品川雅子先生を中心にボランティアの主婦 と大学生の援

助で毎週火曜 日に開講されています。そこで二人の受講

生に原稿 をお願いしました。

オース トラリアのメイスンさんは、市内中学校の英語

のアシスタン ト・ティチャーです。

KIFAに はお馴染みのハ ッサンさんは辞書 と首っぴ

きで仕上げて くれました。勉強意欲があるのがよく分か

る文章です。

外国人のための日本語講座
ジェニファ メイスン

毎週火曜 日夜 7時半、日本語の先生とボランティアグ

ループの方々が、近 くに住む外国の人々に日本語を教え

るために中央公民館に集まります。生徒は、アメリカ、

オース トラリア、イラン、中国、ブラジル、ペルー等様

々な国からやって来ています。私達の日本語の程度 もま

ちまちで、一緒に学ぶことは大変に困難ですから、小さ

なグループにわかれて勉強しています。

これらのクラスの大きな目標は、日本語を話すことで

す。会話の熟練は、どの国の言葉においても最 も大切な

要素であり、そのためには、常に話すことの練習を重ね

る以外ないのです。私達の 日本語のクラスでは、 リラッ

クスした親 しい雰囲気で、会話のチャンスを与えてくれ

ています。
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交 流 部 会

〈鎌ケ谷市民の交流力榔 0/N々との交流躊 〉

年々、鎌ケ谷にも外国の方が増え、市民レベルでの 国際交流の必要性を感じています。
KIFAの  大イベントである「KIFA PARTY」 は 交流部会が中心となり、計画、立案、

準備から 後片づけまでさせていただいています。

その他、種々の行事を通じて、これまで約20か国の人々と市民との交流のパイプ役として活動し
ています。

国籍を問わず、どなたでも_入部大歓迎です !!
:主な年間行事:

花見 (4月 )

日本の歴史博物館見学

夏祭り (8月 )

料理教室

KIFA PARTY
ホームパーティ

ホームスティ

etc・

明る〈 楽し|ヽ

巌驚鷲
|:::::::

|:11111::||::11

111111111111111111111

和気あいあいの 部会
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勉強にはげんでいます
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幸長

☆部員紹介☆  すずらんのごとく ″れんな主婦 7

書Б

唯今 美女ばかり? 8名の部員で楽しく ″KIFA Plaza″ を作成しています。

時には、先に進めず、おしゃべりに花が咲き。時には、依頼原稿が締め切りに間に合わず足踏み状態

でも若い私達? そんな事には負けず頑張っています。Englishの 好きな人、英会話の先生、

中にはEnglishを 苦手とする人もいますが、それでも各人に与えられた仕事を十分にこなして

います。とは言ってもシロウトばかりの集まり、事務局の協力があっこその広報部会です。これから

も取材に、広報紙作成に、頑張りたいと思っています。今後とも鋤 お□いします。

K。 ○
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T.S
M.T
K.Y

シカゴに11年在住、英語の発音はホンモノ

センスバツグン、日本語講師養成講座に参加中

米国に〇年在住、パッチワーク師範

元ぜル、カメラ片手に取材すれば女陛も振り向く

○○音大卒 ピアノと英語はバツグン

元銀行員 しっかり者で数字に強い

編み物の腕前とユーモアは誰にも負けない

英語は苦手、でもお菓子作りはプロなみ ? KIFAバーティー0取材を終えて



Misce‖aneous lnformation

あなた もKI

KIFA― 鎌 ヶ

員の皆 さんによ

体です。

FAの会員になりませんか ?

谷国際交流協会は、会員の皆さんの、会

る、鎌 ヶ谷市の国際交流推進のための団

鎌ケ谷市国際交流協会臨時総会
去る、10月 16日 (土 )の午後 1時 30分 ～ 2時、総合福

祉保健センター 4階研修室において、臨時総会が開催さ

れました。

議事は、鎌 ヶ谷市国際交流協会規約の一部改正案が審

議され、出席者の皆様の承認により、下記のとお り改正

されました。(1994年 4月 1日 から施行する)

【改正点】

(会費)

第16条 協会の会費は、次のとおりとする。

正会員             (改 正前)(改正後 )

(1)法人・団体会員 年額 1日  10,000円  10,000円

(2)個 人会員 一般 年額   1,000円  2,000円

学生 。生徒 年額    500円  1,000円

(3)家族会員 (1家族)    3,000円  5,000円

準会員

(1)個 人会員 一般 年額   2,000円  3,000円

学生・生徒 年額   1,000円  1,500円

【事務手続】

(1)1994年 度より会員から退会の申し出がない場合に

は継続するものとし、『会費未納』としてご請求さ

せていただきますので、ご了承願います。(従来は、

毎年度更新していました。)

(2)会費の納入方法を従来の①直接窓口納入②銀行振

込に加え、③郵便振替 (手数料不要)の 3通 りに

致しました。

ATTENT10N: At the most

meeting, an ■ncrease of

agreed to.

recent KIFA memberis

membership fees was
Ｑ

Ａ

1.どんな事業があるの ?

1.鎌 ヶ谷市の個性を生かした魅力温れる交流事業を

実施 します。

*海外派遣 *語学研修講座

*講演会、シンポジウム、研修会

*ホ ームステイ、ホームビジット

*在住外国人との交流 *通訳ボランティア

*会報発行 他

Q2.会 員のメリッ トは ?

A2.会 員になられると、次のような特典があ ります。

★イベン ト情報がいち速 く、しかも会員一人一人

に届きます。

★語学研修講座をはじめ、イベン トに優先的に参

加できます。

★参加費なども会員割 り引きがあります。

入会申 し込みは KIFA事 務局 まで

(市役所 3階企画課内)

●45-|141 内線550

Ｌ

Ｎ

Ｕ

Ｉ
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０

Ｗ
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DN'T YOU LIKE T0
KIFA?

Look what you cari experience by 」oining
the friendly staff at KIFA:
ホ Attending an "international" party!
ホIMaking new friends!
* Seeing and talking to foreigners!
* Being apart Of internationalization!

」oin today!!

は しの使い方 も

なかなかいいね

第 1回 4部会合同研修会
鎌 ヶ谷市国際交流協会の発展をめざし、国際交流を推

進 している各部会活動 をより効果的にするために、10月

16日 、第 1回 4部会合同研修会が総合福祉保健センター

4階研修室で行われました。今回は始めてということで、

各部会から問題点などが出され相互の理解を図りました。

これからも各部会の協力関係を築き、より良い国際交流

を目指すために定期的に研修会を行っていきます。

編 集 後 記

苦手の英語を横 目で見て、 4回 目の広報紙作成に参加

した。文章作 りなど学校卒業以来の事で、頭はサビつい

ていたが、苦手なワープロにも挑戦 し、無事出来あがっ

た時の喜びはひとしおでした。今後も頑張 りますので、

御協力をお願い致 します。 K. Y


