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｀
Nashi″ Peeling Contest between ⅣIayor Bonne of Whakatane

and LIr.Arai,President of KIFA.

「準備はよいですか ?」
｀Are you ready?″

「私はプロですよ /」 と言 つているうちにむけま した
｀
l am a professionall″  ln saying so,

Mr Aral alrnost finished peeling

ワカタネ市長と荒井会長の

梨むき競争

轟鑢饂」
ふ      護.

「ワカタネでは梨の皮はあまりむいては食べないので 」
｀
ln Whakatane we eat nashi without peeling″ , Mayor says



あなたも翻訳家に挑戦 してみませんか

最優秀作品は次号に全文掲載/
1年間広報のお手伝いをして下さった ミレーユ秋元さんが、イタリアヘ転居さ

れることになり、 5年半の鎌ケ谷での体験をつづつて下さいました。彼女の体験

記を素晴らしい日本文に訳 してください。

KJI□

警11

■
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Livlng experlence in KAMAGAYA for over 5 years

On May 2nd, 1991, I arrived fro■  Duesseldorf (CerⅢ any) with Ely husband (」 apanese) and Ⅲy

daughter Desiree― Kikuko, 3 years old at that time. The weather was stormy at our landing, but

therefore we had the pleasure to view the Mount Fujl, fo「  llle a Sign of welco皿 ing uS. Arriving in

the Golden Teek was not so lucky, as many shops and offices were closed. As l was told we are
going to llvc in countrysidc, I cxpected, as in Europe, a few houses with huge fields and

forests, but instead l saw from Tokyo to Kamagaya, by train, only houses and houses. In Tokyo
all the signs were written, besides 」apanese, also in Rolllaj l, so l was able to travel by lDyself,

but coming to Kamagaya, all the signs from Matsudo on, were only written in 」apanese, so I

didnlt know where to get off the train by myself. Fortunately tty husband could guide ■e.

Although we had a map and the address we had trouble to find our apartment. In Europe, if you
arc in possesslo■ of the nalle of the street and the house nuⅢ ber, you will have no problem to

find your address. Even calling a taxi fro■  home was impossible, as l couldn't explain the way.

So l was always dependant on my husband's help. A■ other surprise awaited me seeing our

apartlllent without heating, which is in my country automatically included. So l was always

comparing in the beginning. The ■ost frightening event, indeed, was the first earthquake, I had

never experienced before. Today l got used to it, despite some fear of a bigger one happening
some day.

Considering Kikuko, she attended a nice Kindergarten, learned the 」apanese language very quickly

and adored all the festivals such as lmusic, dance, sport, birthday... She became stronger and
her asthmatic problels she had since she was 3 years old, has al■ ost disappeared today. Now she

is a third grader of elelllentary school and likes going to school and playing with her friends.

She feels like a 」apanese and enjoys her surroundings.

As sololy a lllother and housewife l was confronted every day with the language problelD. All kinds

of errands llke shopping, health care, travelling  ttao s.o. often became a strenuous task to
fulfill, when you only speak very little Japanese and cannot read lllost Of the characters. The

first ■onths had been very hard for me, I often got depressed and felt homesick. But l didn't
give up. For my husband, it was surely hard also, as his working experience was done overseas

more than in 」apan.

The time of a better and easier llfe started, 7fhen l changed my zigzag riding bicycle to a
safe driving a car. Unfortunately l falled the driving test, when l went to change my driving
licence and l had to attend sollle driving lessons. As the traffic rules are so different from

my country's, it was necessary to get all these informations to prevent a traffic accident.
Driving a car made my shopping easier and l  started a KIFA evening class for learning Japanese.
There I ■et nice teachers and many friends. I became a ■e■ber of KIFA and was able to enJoy many

activities KIFl offered. They introduced llle the Japanese culture: Ikebana, Shodo, the way of

wearing a kimono... Later l had the pleasure to be invited at several houseparties 'POT LUCK' ,
where l made acquaintance with lmany Kamagaya people, Nowadays l have so many friends that l lack
the time to accept all the invitations. Sporadically l met some KIFA friends, who kindly helped
■e explaining the letters from school or gave me other informations l needed. I taught them
some English or cooking in exchange and we enjoyed every time and had lots of fun. Even if l a皿
confronted with language proble■ s in my everyday life no■ , I feel 皿Ore relaxed, k■owing there

are always KIFA friends l can call up.
Today l have a question still unanswered: Thy didn't l meet KIFA earlier? Life had been so much
easier. My last and greatest wish before my leaving Japan in October would be, to help newcomer
having the possibillty to know KIFA fro■  their beginning on. louldn't it be possible that the

city office introduce KIFA ilmllediately to these foreigners by handing out some English letters

infonling about KIFA's activities and the different nationalities who are living in Kamagaya.
Maybe giving every newcomer one year membership as a trial. I would be very grateful, if ■y

experience with KIFA could benefit to other foreigners as well.
To all KIFA staff my best thanks and wishes for further success.

MATA AIMASHO. MIREILLE AKI10TO , co■ ing fro■  LUXEIBOURG
Xa.s.o.= and so on ⇒ etc.

応募資格 :国際交流協会会員 締切

最優秀作品 1点 図書券3,000円 分

1996年 12月 20日 鎌ケ谷市国際交流協会事務局 (市役所 3階企画課)まで

優秀作品 2点 図書券1,000円 分をさしあげます。



K口 I甲

市民国際理解講座

気軽に外国語で話そう/ =英語篇1=

去る7月 14日 (日 )午後 1時から、中央公民館に於て

研修部会主催の市民国際理解講座が行われました。今回

は、英語を話す外国人を招いてのパーティー形式で、自

由に英語を使つて楽 しんでもらお うとい うもの。参加者

は、 3つのグループに分かれて会話を楽 しんだ後、後半

は席を離れて自由にお話 ししていただきました。

何人かの方々に英語でインタビューしてみました。グ

ループで英会話を学んでいるとい う主婦の方々、学生時

代に習つたのに使 うチャンスがなくて…とおつしやる若

いお嬢さん達、又仕事で長いこと外国を回つてきたとい

うお父さん等など…、皆さん英語で答えて下さいました。

周 りがみんな英語を話 していると不思議です。たどたど

KIFAの 日本語クラスはとつてもいいと思つてお り

ます。けれ ども 2つ感想をいいます。

1、 毎週の講義について、ちょっと宿題をやったほうが

いいと思います。宿題も少しだけ、たくさんあれば

あんまりよくないです。私たち (生徒)の頭が鈍 ら

ないように /

2、 日本語クラスは 2時間なので、その間に10～ 15分 の

休憩 (Free time)を しましょう。

KIFAと 日本語クラスの責任者や先生たち、み

な様のご親切にたいして、心よりお礼申し上げます。

みな様お幸せに / 1995 11 28

REZA NASIRI イラン出身

「日本語講座」

生徒さんのエッセー 2ヽ

しくても、 日本人同 Lで も、英語で話すことが恥ずかし

くなくなるようです= こんな機会をみんなが求めていた

のだと思います。

40名 の参加募集に対 して、締切った後も申し込みがあ

り、お断わ りさせていただく程でした。またの機会には

ご参加下さい。

私はKIFAで 、 日本語を勉強 して今年でもう二年に

な りました。初めの時私は日本語がぜんぜん分からなか

ったけれ ど、今段々と仕事や生活に使うことができるよ

うになりました。私は先生たちに 「どうもありがとうご

ざいます。」先生たち (相 良先生、藤本先生………)は私た

ちに親切です。いつでも何か問題があれば、先生たちは

よく説明して、回答 してくれました。暑い夏から寒い冬

まで、すごい雨降 り、雪降 り、先生はいつもほほ笑みな

がら日本語を教えています。去年の夏の時相良先生のお

母さんは病気にな りました。でも相良先生は休まず出席

しました。私は深い感動を受けました。

どこかで有益な活動があれば、先生は私たちを連れて

いきました。これは私たち日本語を勉強するのに役にた

ちます。日本の文化 と歴史がよくわかるのに役立ちます。

新年はす ぐきます。このKIFAの 先生たちのご多幸ご

健康を祈 ります。もう一度ありがとうございます。

徐大倉 199511.23 中国出身
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ワカタネ市長鎌ケ谷ヘ Mayor of Whakatal
9月 23日 (月 )夕方、新鎌ケ谷駅より鎌ケ谷市へ入 ら

れたワカタネ市長。翌 日24日 (火)に は朝より「図書館

視察」り5土資料館視察」「市内小学校視察 (運動会参加 )」

「市内中学校視察 (学校給食試食 )」
「日本ハムファイタ

ーズタウン鎌ケ谷視察」「梨園視察」「ウエルカムパーテ

ィー参加」とハー ドスケジュールをこなされ、25日 (水 )

には 「市長表敬訪問 (ミ ーティング)」
「庁舎内視察 (総

合福祉保健センター)J、 午後には幕張周辺視察、26日 (木 )

には新鎌ケ谷駅より都内へ。

荒井会長の梨園では、梨狩 りをした り、紅白幕 と茶花

の日本情緒豊かな中で 「野だて」を楽 しまれ主菓子を戴

く箸裁きも鮮やかでした。

佐ス間さん、

`  関さんによる

|:|   ｀
野だて

″

主菓子のいただき方を教わりながら
｀
落とさないように

″

Tea ceremony in the garden

ウエルカムパーティーにて

At the Welcome Party with MayOr of Kamagaya

梨のもぎ方伝授いたします
｀
おみごと

″

At the Aral Nashi Farm

Mayor Anthony Andre B(
Whakatane visited vari
places in Kamagaya frc

September 23rd to 26th

真剣なまなざしの市長さん
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道野辺保育園訪間
｀
こんにちは

″

Visiting a nursery school
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le Visits Kalmagaya

道野辺小学校の児童とゲームを楽 しむ市長さん

Visit of an Elementary School

授業参観 ?(五中にて )

Visiting a classroom
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運動会を見学
Enjoying a sports festival

中 国 料 理 :野村 さんとインレイさんによる

水餃子、鶏肉の香味ソース

沙谷米羹 (タ ピオカのデザー ト)そ の他

ルクセンブルク料理 :ミ レーユさんによる

キッシュ・ロレーヌ、野菜スープ

きゅうりのサラダ等

12時30分 より異国の珍 しい味に舌づつみ うち、KIFA
メンバーの吉川氏によるクラシックソロバ リトンが披露

され、大喝采をあげ15時に終了しました。

殆 どの参加者はこのような楽 しい会は、年に 4～ 5回

あつても是非出席 したいと言 う事でした。

(交流部会員 古川 秋夫 )

What a wonderfui giftI

Cooking Class
7月 16日 (火 )KIFA料 理講習会が外国人13名 、K

IFAメ ンバー41名 が出席 して南部公民館にて盛大に行

われました。韓国、中国とルクセンブルクの 3カ 国のお

料理を教えていただきました。講師は次の方々です。

韓 国 料 理 :松岡明子さんと村田慶子さんによるタ

ンミャンチャプチェその他

KIFA cooking class was hcld on the 16th of 」uly 1996

at Nanbu Kominkan together with ]3 foreigncrs and 41
KIFA members. 3 contrics' cooking were introduced,
Korean, Chinese and I′ uxembourg.  The instructors for
each dish were as follows;
Korean cooking by Ms.Akiko Matsuoka, Ms.Keiko Murata
Chinese cooking by Mr.Nolllura and Mrs.Enrcl

Sui― gyouza etc.

Luxembourg cooking by Ms,Mirellle Aki皿 Ot0

0uiChe lo「 rainc, Vcgetablcs soup,Salad

tasting started fro■  12:30.  Everybody cnjoyed the
deliclous and different tastes of the Foods.  At the
sa■e timc classical Baritone(solo) songs by one of
our lllettbers, Mr.Kikkawa, was introduced.  The Class

was held unti1 15:00.

All pcople expect to have lllore classcs likc this in

the ncar future.

>ン ソアレトレトレントレントレントント>》》トレトレントントントレトンントントレントレントントレントントレントントントンツントダ



千賀

燕玲 )

私は今年 8月 、日本に帰化

じ野村千賀 とな り主人 と一

を迎えた長女葉月と共に新た

な人生を過ごしています。

私の故郷は、中国の南、広

東省の省都広州です。人口約

700万人中国 5番 目の大河珠江

が、市の中′さを流れ大都市 と自

然が調和 した近代中国の美しい街で

す。古くは、秦の始皇帝が中国統一を

果たす以前に 5人の仙人が稲穂をくわ

えた 5頭の羊に乗つてこの地に降 り立

ち、人々に稲作を伝えたとい う伝説があるほど、人

々が集まり農業がさかえた街も今では、近代化 とな りま

した。国際貿易港 として早 くから開けた広州は、海外か

らの情報がいち早 く流入 し、中国の歴史の最先端を行き、

政治的にも広州は革命的伝統をもつ街です。太平天国の

指導者洪秀全、
｀
国父

″
孫文、毛沢東など中国革命史にの

こる人物が、広州に軌跡を残 していきました。

さて、広州 といえば食、「食在広州」食は広州にありと

謳われるほど、広州人は食に拘 りをもち、朝夕の挨拶に

「ご飯は、もう食べましたか ?」 と聞くほどです。清平

自由市場には、野菜、鮮魚に牛、豚、鶏などおなじみの

肉類に交 じり、イヌ、アナグマ、サル、センゼンコウ、

ヘビなど珍味食材が陳列ケースなしでところせましと並

私の故郷、中国広州

|=|:1塩 1,1‐
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んでいます。ヘビなど一般にゲテモノと呼ばれているも

のは、中国では野菜肉と称され広州人のごく普通の

食材です。更にもう一つ広東の名物 といえば、イ

ヌ料理、有名なのは香肉鍋で香肉とはイヌのこ

と大鍋 とい う意味で香辛料をふんだんに使い、

ニラや香菜、レタス等と共に珍重 とされ秋から

にかけ、香港からも多く人々がイヌ料理を求

めてやってきます。

広束の人々は動植物を素材 として食べ、その滋

養を生命の源 とする 「医食同源」力`、生活にいき

わたっています。「四ツ脚で食べないのは

'Lと

椅子だ

け」、「空を飛ぶもので食べないものは飛行機だけ」 と

いわれる健咬ぶ り、皆さんも、一度広州に来られて食の

奥深さと中国の歴史に触れて見て下さい。

■|11:|:L.
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教員の相互派遣
初富小学校教諭

井上 譲二

鎌ケ谷市とワカタネ市が姉妹都市締結に向け教員の相

互派遣をはじめてから今年で 3年 日にな ります。一昨年

が鎌ケ谷からワカタネヘ、昨年はワカタネから鎌ケ谷へ、

そして今年は再び鎌ケ谷からワカタネヘ とな り、小島邦

夫 (東部小)、 坂本健 (南部小 )、 川守田美智子 (五本松

小 )、 稀代嘉規 (五 中)、 そして私の五人がワカタネ市を

訪れました
=

私は川守田教諭 と共に 《オタキリスクール》と、《オホ

ーベスクール》で 2週 間i畳 ごしました。

初めて見るもの、そ して初めて聞くものに興味を示す

のは、 どこの国の子どもも同じです。川守田教諭が踊る

「花がさ音頭」そ して、彼女の浴衣に子供たちの目は《く

ぎづけ》、無論そのあと「 一緒に踊ろう」と教えた 《花が

さ音頭》に、どの子も夢中になったのは言 うまでもあり

ません
=

また、ホス トファミリーのあたたかいもてなしにも感

動 しました。「これは、マオリ (現地の先住民)の御守 り

だ。 日本に無事に帰れるように、そ して、いつまでも神

のご加護がありますように /。 」と帰国の前夜、渡 してく

れた釣針形のベンダン ト.後で聞いたのですが、他のメ

ンバーも同じようなことがあったそ うです。

私は、いや私たち五人は今回の派遣でワカタネの子供

たちに教えたのではなく、子供たちやホス トファミリー、

そ して、現地の方々から多くのことを教えてもらいまし

た。

あつと言 う間の 2週間、しか しこの思い出は終生忘れ

得ぬことでしょう。

ワカタネ 、WHAKATANE… 。そ して、若種。

||||1111111111:|||||||||■ ■■■■■・  ■■■|■

イギリス研修旅行
粟野在住      ｀

高校 2年 砂川いつか

昨年の10月 、 6週間イギリスに短期留学 しました。他

の国に 1カ 月半もの間、親元を離れて生活する事は私に

とつてとても不安でした。始めの 3週間、私達のイギリ

スでの学校 となる 「カレッジ」の中にある寮で生活 して

いました。私が滞在 していたのは、イギリスの西側にあ

る FOIKESTONEと い う町です。カレッジの近 くには、

海と小さな遊園地、商店街そ して、 日曜 日には海の側で

フリーマーケット、 と全てが素敵な町でした。寮での食

事は、コックさんが腕を振るってくれて、おいしい物ば

かりだったので私は 6週間に 8 kgも 太ってしまいました。

寮から、ホームステイに変わる日の朝、私は自分の部

屋 と別れるのがすごくイヤでな りませんでした。 ところ

が何 日かたつ とす ぐに新 しい自分の部屋 と家族になじん

でしまいました。友達 と2人だったので、気が楽でした。

ステイ先は、子供達はすでに独立 していて一緒に住んで

いなかったので、お じさんとおばさんと4人でした。あ

る日私は、家の鍵を無 くしてしまい、その事を言えず 2

日間悩んでいました。勇気を出して話す と、おじさんに

「Naughty Girl」 と言われたのですが、私には意味が

わからず、次の日先生に聞いてやっとそれが 「いたず ら

な子」 とわか りました。その後、鍵が見つか りおじさん

にほめられた時は、なんだか嬉 しくてたまりませんでし

た。それ以来、もっと打ち解けた気がします。

仁

一一摯一驀儡鼈お じさんとおばさんには、 2人で相談しながら精一杯

話 したつもりでしたが、今思 うともつと話せばよかつた

と思います。始めの頃と比べて英語が聞き取れるのに気

づき嬉 しかつたのですが、自分の言いたい事が うまく伝

えられないのがとても残念だ と思いました。

不安から始まった英語研修も、最後は、イギ リスのみ

んなと離れるのがイヤで涙が止まりませんでした。私は

とても大きな何かを得たと思います。

投稿規定 :25文字 ×30行以内.題名、住所、年令 (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。



市民夏まつりに参加

8月 24日 (土 )、
「第22回市民夏まつ り」が、貝柄山公

園にて開催されました。あいにくの空模様でしたが、親

子連れなどおおぜいの市民が、フリーバザールや中央ス

テージでのショーなどを、楽 しんでいました。

私たち国際交流協会も、飲み物の販売や、ビンゴゲー

ムを通 して、地域の人々との交流を図 りました。今年は、

小中学生の参加が例年に比べて、とても多く、あちらこ

ちらで英会話の輪が広がっていきました。小さな交流の

輪から、大きな国際交流へと育っていく一―そんなお手

伝いが出来たら素晴 らしいことですね。若い人達の英会

話への関心が高まってきたことは、国際交流協会にとつ

てとても明るい材料 とな りました。

KAMAGAYA'S SUMMER FES丁 IVAL

SPORttS FES丁 IVAL
Oct.13(Sun.)ス ポーツ大会・交流部会

Misce‖ aneous lnforrnation メロ]甲

第9回 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 1996年 11月 17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

¥込み 11宵 8官 (3)までに、該茄書を乗えて置腰
撃義葛命覆誹3F)でチケットをお隻け最

商ぃ各ゎせ 菌誅養嬬務答曇義葛 塞45-1141(簡 )550

KIFA
to be held

WINTER PARTY
on November 17th, Sunday.

:  This year, KIFA ( Kanagaya  lnternational

i Friendship Association),will h01d its annual

l  “ international " winter party on Sunday,  Nov.

1  17th, from 12:00 to 15:00.

I  The 10Cation is the same as last year's party ;

i  Sogo Fukushi Hoken Center, 6th floo「 .  It is

l  the building located directly behind the city

l  hall.  See you there.  Tickets are available at

l  the   KIFl office.

午後 1:00よ りほぼ 4時間鎌中体育館に於て、KIF I
Aの秋のイベン ト・スポーツ大会が開催 されました。

千葉県ガールスカウ ト第54、 56団 (50人 )の協力を得、外

国人21人 、日本人、関係者 とで100人程 (子供 5割強)の参加。

各20人、4チームの対抗で、ボール送 り競技、大縄跳び競

技、途中ガールスカウ トから手話を盛 り込んだ とても楽

しい歌 2由 を歌つてもらう。美味 しいサン ドイ ッチと飲

み物でしばし休憩後、風船運び、ドッヂボール。 ドッヂボ

ールはルールがのみ込めず戸惑つて居た外国人選手達も、

2回戦以後は動きがスピーディになり、楽 しい汗をかいた

様です。ガールスカウ トの 1人 は、向いて居る方に投げる

とみせ、違 う方向に投げ、敵 1人 アウ トに。ウマイ / 最

後にフォークダンスのマイムマイムを皆で踊って終わ り。

得点は赤 14、 緑 17、 紫 10、 黄10で緑チームの優勝でした。

1年間一緒に仕事をしてきたミレーユさんが、転居の

為、広報部会をやめることにな りました。少人数ながら

和気あいあいとみんなで頑張ってきたので、寂しい限 り

です。部会員も 5名 となってしまいました。どなたか広

報部会へ来ていただけたら有 り難いです。(T.K)
広報部会員只今募集中 /

一緒に KIFA Plazaを作っていきませんか。カメラの

好きな方も大歓迎です。事務局までご一報下さい。

バーベキューを囲みながら


