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市内の中学生、アメ リカでホームステイを体験

We took a trip tO Niagara Fans for a couple

days.

教師であるノーフ先生のお母さんは、これまで多くの

子供達を海外から受け入れてきた。今回の計画も彼女の

提案からだった。ノーフ先生は、ジェニファー・メイス

ン先生と共に市内の中学三年生の中から、英会話の面接

をしたリエッセイを書いてもらって 5人の生徒を選んだ。

卒業生の一人、佐々木君は将来の夢に向かつて熱′かに英

語を学ぶ高校一年生、そして四中の英語教師である鈴木

先生も加わ り総勢 9人。 8月 13日 、彼 らはノーフ先生の

両親の住むオハイオ州クリーブラン ドに向かって出発 し

た。 レンタカーでナイアガラの滝まで小旅行を楽 しんだ

り、湖まである広大な別荘地で週末を楽 しんだ り、と充

実 した日々を送った。初めてアメリカで過ごした10日 間

は、この少年少女達にとって貴重な思い出となったに違

いない。



生 き生 き日本語 クラス
研修部では毎週火曜 日の夜 7時 30分から9時 まで中央

公民館で、 日本語講座を開いています。20数名の外国人

生徒達がレベルに合つたグループに分かれ、16人のボラ

ンティア講師陣が、ローテーションを組んで教えていま

す。生徒 と先生の数の関係上、出番の少な

いのが現状ですが、それでもどの先生も本

当によく協力 しあい、がんばっています。

生徒側も熱心で昼間の仕事の疲れも見せ

ず、生き生き勉強 しています。ただ言葉を

覚えるだけでなく、それが言葉 として生き

てきて、自分の意見や気持ちを日本語で伝

えることが出来るよう、又、 日本で協調 し

合って生活 していけるよう、そのためにク

ラスが交流 と学びを同時に得る場 となるよ

う、私達も協力 しています。

テキス トを進めていく上での生徒同志の

Japanese Language Class
A Japanese language class is given to people from foreign countries at

Chuo― Kominkan from 7:30 to 9:00 every Tuesday evening. Over twenty students

have now been registered. The program is intended for providing foreign
people with opportunities of learning not only the Japanese language but

also its culture under friendly atmosphere. Pleasure trip and parties are
planned from time to time. This year a party was given on the occasion of

Tanabata day. They also took a trip to Kamakura in Juneo Please come and
join the class。

助け合い、先生 とのや りとりは、グループ方式をとって

いるからこそ出来るメリットです。毎回時間が 「あつ」

と言 う間に過ぎてしまいますので、準備 と先生間の連絡

は必須です。勉強会、講座への参加などで、知識を補給

しています。

華やかとは言えない地道な活動ですが、

7月 には七夕祭 りを計画し、短冊にそれぞ

れ願いごとを書きました。 日本語で気持ち

を表現 してみた訳です。個性ある願いごと

が笹を飾 り感動ものでした。 6月 に生徒か

らの希望で鎌倉見学に行き、その日の夜は

いつも通 りの勉強でしたが、 日本文化をの

ぞいて見るいい経験でした。 9月 23日 (秋

分の日)幕張メッセの ｀
千葉文化展

″へ参

加 し、太巻き寿司作 りを楽 しみました。

少 しづつでも積み上げていく友情 と言葉

のつなが りを、これからも大切にしていきたいと思いま

す 。 (日 本語講師 相良 雅子 )

クラス見学の要望がありましたので一 日公開いたし

ます。'96、 1月 23日 (火)20:00～ 21:00 中央公民

館 3階。申し込み方法は'96、 1月 10～ 15日 の間に往復

はがきで事務局まで,氏名・TEL。 会員番号・スリ

ーエー新 日本語基礎修了年を記載のこと。講師欠員の

際参加 して下さる方のみお申し込み下さい。



日本はアジアの一部 ?

東南アジアから見た日本
9月 2日 (土)午後中央公民館で、「第 2回市民国際理

解講座」が研修部会通訳ボランティア担当で開催されま

した。パネラーは、外資系商社勤務後にミャンマー人と

結婚 した富田照子 さん。タンザニア、メキシコ、タイに

在住経験を持つ仁部順子さん。カンボジア、タイ、ラオ

ス、マレーシア、ザンビアに在住経験のある山口郁子さ

んの 3人でした。富田さんは、自くなった髪を紫に染め、

服装も紫。仁部さんは、タイシルクの手作 りのブラウス。

山口さんは清楚なラオスの正装でした。

パネラーの豊かな経験から、当初のテーマを「アフリ

カとアジアから見た日本」に変更 しました。話題は、ア

フリカ 。東南アジアの第一印象、社会の価値基礎、生活

の違い等々について話 しました。聴衆からの熱心な質問

が続き予定より30分延長 しました。

その中の興味ある話題を紹介 します。

(1)日 本の女性は、世界の中でも特殊

東南アジアでもアフリカでも、教育のある女′性が働 く

事は当た り前である。もし、大学を卒業 した女性がタイ

で働かないなら、病気か、おかしな人になってしまう。

欧米でも同じでしよう。その点、 日本の女性は、育児の
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ため働かない人が多い。他の国では、育児は、お手伝い

さんに預けて見てもらう。お手伝いさんは、出身地方か

らの紹介で雇 う。 日本のように大学卒業の賢い女性が、

子育てを自らする事はない。だから、日本はいい教育が

出来る、いい国になると言 う説もある。 しかし、現在の

日本では、女性が、社会に出て働こうと思つても思いき

り働 くところがない。会場の方々からも、 日本女性の地

位の向上を願 うとい う所で、拍手が湧き起こった。

(2)日 本人は日本以外、考えない幸福な人々

多くの国の女性 と話 しあう時、いつも最後にこんな話

題がでる。「パスポー トがあったらどこの国に住むか ?」

とい う話題である。「考えた事がない。」 と答えると「日

本人は幸せね /」 と言われる。若い人ならいざしらずほ

とんどの日本人は、移住するとい う事を考えないのでは

ないか。

(3)リ ーダーにな りたくない日本人

幼稚園のPTA役 員を決める際、アジア・アフリカで

は弁護士というような教養ある女性が、「会長は私がや り

ます。ただ し副役員は私に指名させて下さい。」と発言す

る。「はい、誰誰さん、冨1会長。誰誰さん、会計…」と簡

単に決まる。最後には、「結局 日本はアジアの一員だとい

うがアジアの国々と同じなのか。」という疑問が起こって

きました。これについて、第二回目のパネルディスカッ

ションに、「近隣諸国から見た日本」とい うテーマで、11

月12日 (日 )に実施する予定です。前回は16人でした。

次回も興味ある討論 となります。たくさんの参加者を

お待ちします。

バーベキューパーティー

市民の森にて

19954F7

参加者

104名

月16日 (日 )11:

(外国人 大人

(日 本人 大人

00～

33人 子供

46人 子供

17人  13カ 国 )

8人 )

雨天曇天なんのその /

1t is myお 肉ネ / 食べないで / Oh! スミマセン/

Which one is rnineP

アッハ ッハ ッハー 片言英語に片言 日本語で笑いが広がる交流の場

これぞ国際交流の醍醐味 歌あリゲームあり美味 しいお肉あり/

曇 り空の中へ皆の笑顔が溶けこんで 帰 り際のアンケー トの一文
｀Thank you vew much for this Party.  I made many

friends〃 は私達の胸に ドーンと響 くのでした。

皆 次のイベン トでもまた会いましょうネ /
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私は新 しい文化を経験 し、沢山の事を学

びました。そして多くのすばらしい人々と

出会 うことができました。彼 らがニュージ

ーランドに来てくれることを願つています。

あ りがとうございました。

ジェーン ゴー ドン

この美 しい町での滞在を心より楽 しみま

した。私のホス トファミリーは、私を家族

の一員のように受け入れ、暖かく彼 らの時

間を分け合ってくれました。学校では、元

気で明るい子供達 と意欲的な教職員 と共に

楽 しい時間を過ごせました。今回のこの交流にお骨折 り

下さつた宮崎さんや教育委員会の方々に感謝 します。

グラハム ヘン トン

姉妹都市提携、仮調印式行われる

9月 18日 、姉妹都市候補地 として交流を重ねてきたニ

ュージーラン ドのワカタネ市と、姉妹都市提携の仮調印

式が、国際電話により取 り行われました。協会より荒井

会長はじめ 3名 の方々がこの式に臨みました。

On Sept, 18th a provisional signing ceremony

、vas held Over the phone with a proposed sister

city in N. Z., Whakatane, to become the sister

city  of  Kamagaya.  Mr.  Arai,  chairlnan  Of

K. I F 2ヽ. and Others attended this ceremOny.

日本の人々は本当に親切だ と感 じま

明るい子供達は,い をなごませてくれま

学校の教職員はとても協力的でした。

大歓迎 してくれました。帰国するにあ

感無量です。

ボール ブレ

′う
 じ′

u/
ルにレ んoィマ

Zぞqノイ/」ん_

%%″ 形と

FIVE TEACHERS FROL
ENJOY HOM[E STハ

lor・υ資<戦ちとに

基■iF野蕩な れ 轟 コ 郵
“
ι _…ら■ リー́tc_.丁 e“ fil(・

みん緩
`彿

こ冨
ぐ逸、L2該

`節
れ エ

鰍 彩く,イ丸ゴ′
′
rt7



HAKATANE
KAMAGA‐YA 彿 鑽 担、7解 脱

ブあ
`ハ

ンぐルぃ″ ムルヵ′

′」

今回の鎌ケ谷市訪間は とても貴重な体験

でした。私は多くのことを学びました。又、

北部小では 日本の教育現場を体験 させてい

ただきました。学校、ホス トファミリー、

KIFAそ して他の友人達の暖かいもてなし

が、ニュージーラン ドと日本をより近いもの

にしてくれました。

ノペット ロング
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昨年の鎌ケ谷市教員によるワカタネ訪間に

続き、今回はワカタネより5人の小学校教員

をお迎えしました。9月 18日 には姉妹都市提

携仮調印式に出席。当日夕方より行われた歓

迎パーティーでは、なごやかな雰囲気の中、

マオリ族のおどりも披露して下さいました。
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こり、
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.Lんれ
わずか 2週間でしたが、鎌ケ谷での滞在の

後、地球は小さいと感じるようになりました。

子供達は世界中どこでも同じですね。今の私

は、ちよっぴ り日本語とその文化を理解でき

るようになりました。
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僕の国ルクセンブルク

Marc Kieffer

僕の名前はマック 。キーファー。

17歳 の高校生です。僕はルクセンブ

ルクから来ています。ルクセンブル

クとυヽうのは、 ヨーロッパのノlヽ さレ`

国で、フランス、ベルギー、 ドイツ

に囲まれた所に位置しています。面積は約2,580k`し かあ

りません。人口は380,000人 です。国語としては、ルクセ

ンブルク語がありますが、あまり小さい国なので、学校

では、フランス語、 ドイツ語、そして英語を学ばなけれ

ばなりません。ルクセンブルク語のテレビ局はないので、

テレビを見る時には、フランス語、 ドイツ語、英語、又

はスペイン語の番組という事になります。こんな訳で、

ほとんどの子供達は、高校に入る頃

には、これらの三ケ国語を上手に、

話すようになっています。

毎年、ヨーロッパでは違 う国がカ

ルチャーキャピタルというのになり

ます。今年はルクセンブルクの年で

す。ですから、沢山の文化的もよお

しが行なわれます。その中でも最大

イベントと言えば、 ローリングス ト

ーンズコンサー トです。ルクセンブ

ルクのような小さな国にとって65,000

人もの人々が一同に会すような大き

なイベントを準備 し、実行していく

My name is Marc Kleffer. I a■  17 and a student at High School. l come
from Luxembourg. Luxembourg is a small country in Europe which lies
between France, Cermany and Belgiu■ , the superficial of Luxembourg is
only about 2,580 km2 for a population of only 380,000 people。  Our
national language is Luxelmbourg. But because the country is so slnall,
we have to learn French, German and English at school. There is no
Luxembourgese TV channel. So we have to watch French, Cerman, English
and Spanish TV channels. Because of this, ■ost children already speak
these three languages quite well before they go to High School.
Every year in Europe, there ls another country which beco口 es a

culture capital. This year it is Luxembourgo So there are many cultural
events taking place. But the largest one this year is 7ithOut doubt
the  Rolling Stones concert. For a country llke Luxe■bourg, organizing
such a big event where 65,000 people can attend is a giant enterprise。
The concert took place on the 27th of August and it was the last
Rolling Stones concert where you could get tickets to see the■ .

The Luxembourgese policy includes the banking secret, therefore many
people even froln foreign countries come to Luxe口 bourg to deposit their
money. So there are many banks who have establlshed thenselves in
Luxembourg city。

The north part of the country is covered by a small ■ountainous
rellef whereas the south part is flat. The Mosel river in the east is
flanked by vineyard.

Luxelllbourg is also ho口 e to the Villeroy & Boch industry 7hiCh iS
fa■ous for its porcelain. Our national flag is red, ■hite and light
blue.

No7 1 Will say good― bye to you in Luxembourgese, it is very siコ ple,
just say;EDDi.                    Marc Kieffer

ことは、すごいことなのです。このコンサー トは 8月 27

日に行なわれました。そしてそれは、ルクセンブルクの

人々にとっては、実際に切符を買つて見に行 く事の出来

る最後のコンサー トだったのです。ルクセンブルクの銀

行は、秘密主義をとっているので、沢山の人々が海外か

らもお金を預けにやつてきます。そんな訳で、ルクセン

ブルク市には (ル クセンブルクの首都)多 くの銀行が設

立されているのです。

この国の南部は平地ですが、北部

には小さな山々が連なっています。

そして東部に流れるモーゼル川はぶ

どう畑によつて囲まれています。

ルクセンブルクは、ビルホァとバ

ッハのふるさとでもあり、工業は陶

磁器が有名です。この国の国旗は、

赤、自と薄い青でできています。

さて、そろそろグッバイを言わな

ければなりません。ルクセンブルク

語のさよならは簡単なんですよ、た

だ、こう言えばいいんですよ。

E`DDi(エディ)″



私の生涯学晋
東中沢在住

根岸 孝子

生涯学習が言われている昨今、私は中国語を学習 して

いくと同時に、中国の歴史、現在の中国を勉強 していま

す。中国語を習 うキッカケは、五年前の桂林、広州旅行

でした。人々の話す言葉がとても′い地よく聞こえてきて

「あっ、この言葉を話せるようにな りたい。」と思つた事

でした。

日本で漢字 と言われるように、昔、漢時代に日本へ入

つて来たと言われているのですから、もとは同じと思わ

れるのですが、現在の中国では、極端に簡略された簡体

字が使われています。又、同じ漢字でも両国では意味が

違 うものが多く、例えば 「汽車」は中国では 「自動車」、

「冷」は 「寒い」等です。又、発音が、とても難 しく、

Ke(ク ウ)と 発音するものでも、「第一声は科」「第二

声は咳」「第二声は可」「第四声は客」のように意味が違

ってきます。

私が語学を勉強して一番必要な事は、「勇気を持って話

す」事です。日本では中国語を話す機会があまりないの

で、私は半年に一度位中国へ行つて現地の人 と言葉を交

わすのが楽 しみです。中国人はお しゃべ り好きなので、

バスの中、地下鉄の中、街中で、どんどん話しかけてき

ます。広い広い国、五十余 りの民族が暮 らしている国、

悠久の歴史を有する国、改革解放で忙 しい国、 日本の三

十年位昔の生活をしている地方があり、半年も見ないと

面影が変わってしまう大都市等々いろいろな顔を持つ国、

それが中国です。

これからもずつと中国語の学習 と中国への旅を続けて

行 くつもりです。

投稿規定 :25文字×30行以内。題名、住所、氏名、年齢 (学

年)を 明記の上、鎌ケ谷市国際交流協会事務局

(市役所 3階企画課)ま で。

記載されたものには、粗品をお送 り致します。

我が家の国際交流
初富在住

川島 妙子

20年前、高校生だつた私は交換留学生として 1年間米

国・ミズー リ州で過ごしました。良きホス トファミリー

に出会い、それ以来現在までずっと文通を続けてきまし

た。同じ学校に通学 していたホス トシスターのメンディ

ーは、卒業旅行で日本に来ましたが後は手紙。卒業、結

婚、出産など報告 しあってきました。彼女の手紙の最後

は 「いつまたアメリカに来るの ?いつでも大歓迎 /」 レヽ

つもこう締めくくられていました。

毎回一緒に彼女の手紙を読んでいる主人のひと言で昨

年の夏休み、家族 5人 (主人・私 。中 1・ 小 6。 小 3)

でアメリカのメンディー とその家族に会いに行 くことに

な りました。

写真では顔見知 りでも『言葉の壁』のある子供達を心

配 しましたが、言葉なんて大した問題ではないことを証

明してくれました。子供同士、実に仲良く遊んでいまし

た。WelcOme back Paltyではお世話になった多くの友

人、知人と再会 しました。外見にはずいぶん変化があり

ましたが、心のふれあいに変化はありませんでした。今

回は家族 として楽 しくふれあうことが出来ました。

この次会 う時にはもつと語 り合い、分か り合いたいと

一生懸命 (?)英語を勉強 し、手紙を書いている子供達。

今、まさに家族同士の交流は広が り、絆は強 くなってい

るように思います。この友情が永遠に続 くようにと心か

ら願っています。

Your friendship takes me to a world where

stars shine a little brighter,

rainbo、 vs g10、 v a little richer,

mornings smell a little sweeter

my heart feels a little deeper



馬頭琴とモンゴルの歌

オ ドゥバル

中国中央音楽院声楽科卒。内モ

ンゴル民族歌劇団ソリス ト.

福島国際音楽祭、広島アジア大

会芸術祭、平安建都1200年音楽

祭などに出演。

ス`ーホの白い馬
〃

は、一人の少年と白い馬の間の愛情、心の奥底から湧き出るメロディを奏でる馬頭琴の誕生を描い

た内モンゴルの民話で、小学校の教科書や絵本でも紹介されています。抒情的な美しいメロディのモンゴルの歌 と馬頭

琴の演奏に、俳優座の片山万由美さんの本格的な味わい深い語 りを加えて舞台用に創作 した音楽物語です。
｀
歌の海

″
とも呼ばれる内モンゴルの大草原へあなたをご招待 します。

日時 11月 3日 (金)文化の日 12時 30分開場 会場 鎌ケ谷市総合福祉保健センター 6階

定員 400人 (先着順) 無料 問い合わせ 国際交流協会事務局 45-1141(内 )550

音楽物語 uス _ホの白い馬
″

チ・ブルグッド

有名な馬頭琴奏者 チ・ボラク

の長男。三宅一生のパ リコレ、

群馬交響楽団などと共演。

KIFAパ ーティーのお知らせ

紅葉も美 しい秋の山々、年に一度の、皆様がお楽しみ

にしているKIFAパ ーティーの詳細が決まりましたの

でご案内いたします。お近 くに住む外国人のお友達も、

お気軽にお誘い下さい。多数ご参加下さい。

日時 1995年 11月 26日 (日 )

12時～15時 (受付 11時30分 より)

場所 総合福祉保健センター 6F大会議室

会費 会  員 1,500円  会  員  外 2,000円

学生会員 1,000円  会 員 外 学 生 1,500円

小中学生  500円  会員外小中学生 1,000円

外 国 人  500円 会 員 外 外 国 人 1,000円

申し込み 11月 17日 (金)ま でに参加費を添えて直接

事務局 (市役所 3F)で チケットをお受け

取 り下さい。

問い合わせ 国際交流協会事務局 45-1141(内 )550

KttI里

国際交流協会コンサー ト

編■1集■‐1後■記|

部会に入つて、あつと言 う間に 2年がたち、何もわか

らず じまいなのでワープロに挑戦 しました。しかしワー

プロもなかなか身につきませんが、部員の方々にア ドバ

イスをしてもらいながら少 しづつ学習 していきたいと思

日本中近東アフリカ婦人会   創立十五周年記念チャリティーバザー

在 日申近東、アフリカの婦人たちとの友好親善を目的としてお ります当婦人会では、このたびall立十五周年を迎え

るに当たり、十五周年記念チャリティーバザーを開くことになりました。今回も収益金は、援助を必要としているア

フリカと中近東の子供たち、そしてフォスタープランの子供たちのために使わせていただきます。当日は、中近東、

アフリカの民芸品、食料品、掘 り出し物のコ‐ナーにはさまざまな日用品、会員手作 りの美しい手芸品、その他いろ

い|ろ ど取り揃えてお ります:ま た在日中近東、アフリカ大使館の婦人たちによる民族衣装のファッションショーなど

も予定しております。その他、国際色豊かな軽食も用意致しますので、皆さまお誘い合わせの上お出かけ下さいませ。

■日 時 10月 31日 (火)午前11時～午後 3時
‐場‐所 ロイヤルパークホテル ロイヤルホ‐ル 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-1-1
■   地下鉄半蔵F5線―水天宮前駅 (ホテル直結 )、 自比谷線、都営浅草線一人形町駅 (徒歩 5分 )

1入場券 20oO円 (ス ピァドくじ引替券らき 航空券や素晴らしい賞品が当たります)当 日売りもございます

協 賛 ロイヤルパークホテル

後 援 外務省 日本赤十字社 財団法人日本フォスタープラン協会 社団法人アフリカ協会

協 力 国連難民高等弁務官事務所 日本中近東アフリカ婦人会 会長 重光 綾子
| 
・          連絡先 品川 雅子 80474-39-8325

KIFA WINTER PARTY TO
BE HELD NOVEMBER 26

This year,【 IFA (【 alnagaya lnternational

Frndship Association), will hold its

annual `international' winter party on

Sunday, lov. 26, frol1 12:00 to 15:00_

The location is the sa口 e as last year's
party: Sogo Futushi IIoken Center,6th floor_

It is the building located directly behind

the city hall. See you there. Tickets are

avallable at the KIFl office_

っています。これからも頑張ります。 (N/1・ T)


