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ミレーユ秋元さんの英文翻訳

K・口・

最優秀作品 紹介
キファプラザ28号 に掲載 したミレーユ秋元さんの体験記の翻訳募集に対 し、 6通の応募があ りました。通訳ボランテ

ィアの協力を頂き、広報部会で採点結果をまとめ、3名 の入賞者が決定しました。30点満点で平均2775点 を獲得 した村

松さんの作品が 1位に、25.75点 の森田さんの作品が 2位に、2550点 の坂井さんの作品が 3位 とな りました。

選に漏れた方々の作品もそれぞれ素晴 らしく、皆さん翻訳を楽 しんでいらっしゃるように感 じられました。各参加者

の方には、よリー層腕を磨いて頂くことを願って、採点結果をお送 りしました。

最優秀作品 優 秀 作 品
入賞者

森田 幸 様 (57才 )

コンピューター,コ ンサルタント

東鎌ケ谷在住

坂井 晃 様 (57才 )

西道野辺在住

入賞者

医j睡■≧詈舞;ミよ』纂

村松 真理子 様(38才 )

英語塾講師 北中沢在住

′うした作業を通じて、外国の方との相互理

I
鎌ケ谷での 5年の日々

1991年 5月 2日 に、 日本人の夫と当時 3才だった娘の

デゼレ・キクコとともに、 ドイツのデュセル ドルフより

まい りました。飛行機が着いたときには荒れ模様の天気

でしたが、それだけに、富士山が見えたときには私たち

を歓迎 しているようで、嬉 しく思ったのを覚えています。

着いたのがゴールデン・ウイークだつたので、お店や事

務所も閉まっているところが多く、ついていませんでし

た。郊外に住むことになると聞いていましたので、ヨー

ロッパ と同じように広大な野 と森に点在する家々を思い

浮かべてお りましたが、東京から鎌ケ谷までの列車から

見えたのは、まさに、家、家、家でした。東京での標識

はみな、 日本語 とローマ字で書かれていましたので、一

人でもあちらこちらに行けましたが、鎌ケ谷に来ました

ら松戸からこちら、どの標識も日本語だけで、どの駅で

降 りればよいのか一人では分か りませんでした。幸いな

ことに、夫に道案内をしてもらえましたが。地図を持っ

ていて住所がわかつていても、私たちのアパー トはなか

なか見つか りませんでした。ヨーロッパでは、通 りの名

前 と家の番号さえわかれば、行きたいところが難なく見

つか ります。道を説明できませんでしたから、家からタ

クシーを呼ぶことさえできず、ずっと夫の助けに頼つて

いました。着いてみるともう一つ驚いたことは、アパー

トに暖房がついていなかったことです。私の国では、暖

房は何も言わなくてもはじめから付いているものです。

こうして初めのうちは、いちいち比べて見ていました。

一番怖かったのは、初めて地震にあったことで、本当に

びつくりしました。それまで一度も地震にあったことが

ありませんでしたから。いつか大地震がくるのではない

かとちょっと′心配ですが、今では地震にも慣れました。

娘のキクコはといいます と、とてもよい幼稚園に入 り、

アッとい うまに日本語を覚え、音楽会やお遊戯会、運動

会やお誕生 日会等々が大好きでした。たくましくなって

きて、 3才からつづいていた喘息も今ではほとんどあり

ません。現在は小学校 3年生で、学校へ行つて友達 と遊

ぶのが楽 しく、 日本人にな りきつて自分のまわ りの生活

を満喫 しています。

ただ一人母親 として主婦 として、私は毎 日、言葉の間

題にぶつかっていました。日本語を話すことも読むこと

もほとんどできませんと、買い物をした り、病院へ行っ

た り、旅行をしようとするたびに、一苦労でした。最初

の一ケ月はとても大変で、落ち込んだ り、ホームシック

にかかった りもしましたが、あきらめませんでした。夫

にしても、海外での勤務経験の方が日本よりも長かった

のですから、大変だったはずです。

よろよろと走る自転車から安全な車の運転へと変えた

ころからは、より快適な生活が始まりだ しました。運転

免許を書き換えに行つたときは残念なことにテス トに落

ちてしまい、講習をいくつか受けなければな りませんで

した。交通ルールが私の国とはまるでちがっているので

交通事故を防ぐためには交通知識をよく知っておかなけ

ればならなかったのです。車を運転するようになって買

い物も楽になり、私は日本語を学ぶためにKIFAの 夜

間クラスに通いはじめました。そこで、良い師、良い※
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平成 8年度派遣事業 2月 4日 に結団式行われる

(平成 9年 2月 9日 ～15日 )

キラキラと太陽の輝<ワカタネヘ

元気いつぱい派遣団

本年度の派遣は従来と形を変えて、KIFA理 事、理

事所属団体より推薦を受けた方々に行っていただき、本

調印前にワカタネ市民代表 と
｀
i旦 去に行われた交流をど

のように発展させたらよいか″
また ｀

どのような交流が

可能であるか〃
などを直接話 し合うことが目的でした。

しかし、皆様お忙 しく、決定まで時間を要しました。幸

いに 下記13名 の方々の賛同を得、実施の運び とな りまし

た。結団式には、今回の団長である荒井会長の 「実 りあ

る研修にしたいJと いう決意表明に続いて、月野市議会

議長、藤沢助役より「広く国際親善、理解を深め姉妹都市

提携に尽力いただきたい」 とのはなむけのご挨拶を載き

ました。答礼 として竹内副団長より「交流の具体的な道

筋をつくって来たい」 とい う力強い言葉がありました。

派遣団員名 (敬称略)

ライオンズクラブ :伊藤秀継

自治会連合協議会 :鈴木秀承・野口光行・山根庄作

ロータリークラブ :飯 田泰巳・長谷川豊典

鎌ケ谷商工会 :大野幸一・石井一美 。佐々木武二郎

「日本語講座」

生徒さんのエッセー 3ヽ

皆さんこんにちは、私は陳と言い

ます。香港から日本に来てもう3年

がすぎました。この 3年の間に日本

人と外国人の友人ができました。皆は私に親切で、特に

日本語教室の先生は私に良くしてくれます。最初は日本

語をうまくはなせませんでしたが、今は多少はなせるよ

うにな りました。皆さんのおかげです。私の日本語は十

分ではないので、これからもつと日本語をはなせるよう

に努力 しなければいけないと思っています。

月日が経つにつれて、日本の風俗習慣にも大分なれま

した。日本に来た当時、なまものは食べれませんでした

が、今は好んで食べます。私の主人は日本人です。 9年

前お仕事のために香港に 6年間住んでいました。広東語

がうまくないけれ ども、

普通の生活でいつも私 と

広東語で会話をしていま

した。ねこが大好きな私

は、 2匹飼っています。

B.B。 とD.D.と い

う名前をつけて、 しあわ

せに暮 らしています。

陳 祖彗  (香港出身 )

罐緑颯鰊 欝

ド 現ゞ):,p`r`

農業団体連絡協議会 :下谷喜作

KIFA:荒 井茂行・竹内明・岡本靖子
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ぐ:み :メタ
※友に出会ったのです。KIFAの 会員にもなって、K
IFA主催のいろいろな活動にも楽しく参加できました。

生け花や書道、着付けといった日本文化を紹介 してもら

い、「持ち寄 り」のホームパーティにも何度か招いてもら

って、たくさんの鎌ケ谷の人たちと知 り合いにな りまし

た。今ではとてもたくさんの友達がいて、そのお招き全

部に伺 うには、時間が足 りません。いろいろなところで

私はKIFAの 友達 と出会い、学校からの手紙を親切に

説明してもらった り、必要な情報をいろいろと教えても

らいました。私はお返 しに英語や料理を教え、そのたび

に楽 しく過ごしてきました。たとえ毎 日の生活の中で言

葉の問題にぶつかつたとしても、今なら、もつとゆつた

りとかまえていられます。電話で呼び出せるKIFAの

友人が何人もいることがわかっていますから。

まだ答の出ない疑間があります。なぜ、私はもつと早

くにKIFAと 出会わなかったのでしょう。出会ってい

れば、暮 らしていくことが、もっとずつと楽になってい

たはずです。10月 に日本を去るにあたつて、私の最後の

そ して一番の願いは、新 しく来る人たちが最初からKI
FAの ことを矢口ることができるようにお手伝いをしたい、

とい うことです。こうした外国の人たちに、市役所がK
IFAの 活動や鎌ケ谷に住む様々な国籍の人たちについ

て英語の文書を手渡すことで、す ぐにKIFAを 紹介す

ることはできないのでしょうか。新 しく来た外国の人す

べてを、試みに一年間KIFAの 会員 とするのはいかが

でしょうか。KIFAと ともに過ごした私の経験が、他

の外国の人たちにも同じように役立てば、 とても嬉 しい

です。

KIFAス タッフの皆様にお礼を申し上げ、ますます

のご発展をお祈 り致 します。

マタ アイマシ ョウ。

(ル クセンブルグから来た)ミ レーユ・アキモ ト
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美 しい韓国の踊 り

KttI・ FuF

総合福祉保健センターにて、第

盛大に開催されました。近隣の市

外国人参加を含め、総勢370名 余 り

わいました。美味しいご馳走を囲

自己紹介が始まり、新 しい出会い

相手を得、お互いの国や生活につ

した。語学のレッスンにもなった

交流部会長の「small cityだ け

閉会の挨拶があり、閉会後思いが

は、オ リンピックの開会式を思い

s`ee you agein /″

KIFA's 1996 1nternational 17inter party was held in
November 17 with great success.  Incltlding foreign pe.
cities, thcre wcrc many foreign countries represented

First, participants startcd by lllaking sclf― introduc
Each table had tasty dishcs.  Then each person moved
They cnjoyed talking tO each othcr about their countr
practice their forcign languages a lot.

Sevcral booths representcd their countrics serving
were performanccs on the piano, and folk dances by di
and did thc jan― ken game. They had lots Of fun。  (By ti
the jan―kcn game?)
There was a closing addrcss by Ms.Isizekio She said

alllong thc world, evon tholigh we live in a small city.
poople played the drllllls, and others danced.  It remini

wherc cveryone had various feelings.    See you again
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名残惜 しみつつ全員で合唱



月17日 (日 )12:00～ 15:00

9回 「KIFA PARTY」 が

からの参加もあり、24カ 国90名 の

D会場一杯溢れる程のお客様で賑

夕ながら、それぞれのテーブルで

を求め、会場全体に足を運んで話

てヽのお喋 りを楽 しんだ 3時間で

ようです。

ビ広く世界と交流 したいJと い う

ナず始まった ドラム演奏 とダンス

ニこさせました。名残惜 しみつつ

he Kamagaya Health and Welfare building on
lple living in Kamagaya and in neighboring

ions to cach other at the surrounding tables.
o another table to talk lo another porson.
es and lives during thc party. Thcy sccmcd to

ea, croquettes, rice winc, and so on.  Thcrc
ferent groups.  Then evcryonc sang Edelweiss
le way, why did the women havc big pOwcr for

that we hopcd to promote friendship broadly
Unexpectdly, aftcr thc party, some yong

ed of the 01ylllpic games closing ceremony
:

ブルガリア、イタリア、オーストラリアのフォークダンス
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｀How do you



私の町、バークンヘッド

レス リー エアー

Leslie Ayre

私はレスリーです。イギリスのバークンヘッドという

町で生まれました。マーシイ川をはさんでちょうど反対

側には港町として、又、ビー トルズで有名な誰でもご存

知のリバプールがあります。私のふるさとは、リバブー

ルほど重要ではありませんが、世界で初めて、馬に引か

せた路面電車が使われた町として有名です。又、この町

の公園がニュー ヨー クのセ ン トラルパー クのモ

デルにもなっています。

ぐらいの人口で、同じように沢山の外

国人が住んで、働いていますが、残念

ながらKIFAの ような組織はありま

せん。1970年代までは港町としてにぎ

わい、横浜への定期便がありました。

町の経済は、ほとんど造船、工業、貿

易が中心になっていましたからe

K甲口甲

とのるだけで行けます。 リバブールには沢山の美術館や

博物館があ り、2つの有名なサッカーチームもあ ります。

そして、もちろん、ビー トルズのふるさと、カーバンも

この町にあります。又、建築学上の歴史も豊富で、リバ

ブールの最もすばらしい代表的建造物はでき上がるまで

に100年以上もかかった世界最大のアングリカン大聖堂で

す。

私 と妻のサマンサは、1994年 の夏からここ鎌ケ谷に住

んでいます。時には自分のふるさとを懐かしく思 うこと

もありますが、大好物の梨や柿の豊富なここでの生活を

バークンヘ ッドは鎌ケ谷 とざつと同じ

っているのですが

(訳  広幸R部会

バークンヘ ッドは工業地区にはあります

が、沢山の公園があり、おもしろい観光地も近

くにあります。たとえば、ノースウェールズの

海辺の町や、富士山に比べると小さいですが、

ヒースが満開になる春や夏にはとても美しい山々

があ ります。又、20kmほ ど離れた ところに、紀元 1世紀

に要塞 として 口Tマ軍が作 ったチェスター とい う町 も興

味深い所です。 しか し、なん と言っても リバプールが一

番近 く、今では有名なマーシイ川のフェリーに、ちよつ~|こ 、 りよつ  ■ltlll=|:|||■ 11■■|||||● ■■■■|■■|■111■

My nalnc is I,cslic and l was born in l,lrk()nhcad,

ltivcr Mcrs()y froHl thc City or livc「 p001, which as

scaport and 「oF thC l'oatlcs. My town, olthollgh nol

is faalous as I)cing the First town in thc wo「 ld to

r)a rk, was thc modcl「 or Ccntral l)a「 k in New Yolk.

しんでいます。 日本語をあまり覚えられない

のが唯一の悩みですが、この先、もう少 し

暇ができたら、それも変わるのではと思

通訳ボランテ ィア )

|||||||||||||||||||||||111111:

|||||||||||||'||||11111,111111

|●■■|

lingland 8 1own jtlst(1()ross lllc

cvcryonc knows is ram()us as a

as important as I′ iv(〕 |｀ I)ool, 11

us()horsc drawn trams, and ils

|)irkcnhcad has roLlghly thc samc population as Kamagaya, and liko Kamag(lya has

a lot of forcigncrs living and working in thc arca, but tinfortllnatcly wc do nol
hav(: an organisation likc KI「 A. llntil thc 1970s, my town was a l)lisy scar)Ort,

thcrc was cvcn a rcgtilar shipping scrvice to Yokohama, and becaliso of thiS most
of thc local cconoEly was ccntrcd arollnd shirlbuilding, cngincc ring, そ1【ld fOrCign

t radc.

Dcspitc l,lrkcnhcad bcing in an industrialiscd arca, thcrc arc a lot of parks
and wc arc qtillo closc to sonlc intcrcsting lourist ccntrcs_ 1lor oxanlpl o, thc rc

arc thc mollntains and seasidc towns of North Walcs, which altholitTh small

comparcd to 「 1lj i― san,can bc vcry bcautifll! in thc spl‐ ing and sumlncr whcn thc

hcath()r is in blooml. Another placo of intcrcst is thc City of Chcstcr which
is abollt 20 kllls frolll lny honlc and was follndcd by the Romans as a garrison t()wn

in th(〕 rirst cclntury A l). Howcvcr, I′ ivcrpool is thc n(〕 ar(,st city, jllst a slヽ ort

ridc on the now 「allolls fCrry across thc Mcrscy  livcrOool has many art
gallcrics and nltiseuEIs, two famolis soCCer tcallls and or coll「 s()thc Cavcrn, honl()

of th()Bcallcs. It also has a rich architcctural hislo「 y and ono of l′ ivcri)ool's

most signiricant iandmarks is thc Anglican Cathedral which is thc big80St

cathcdral in thc wo「 ld and took R10rC than a hundr()d y()ars to bllild

l havo b()cn living in KamagrFlya Wllh my wif()Salllantha sincc Augusl 1994, and

althollgh l somctimcs miss lny hom(〕 town, l cnjoy llving hcrc amongct all th(〕

nashi and kaki, both or which i likc vcry lltich. My only I)「 ol)iCm is that i hav()

not i)ccn ablc to lcarn much Japancsc, but hopcrtllly that wili changc in thc
fulur()if l g()i nlo「c fr()c timo



ブラジルで学んだこと
西道野辺在住 大石 友美

ブラジルには、次のような小話がある。

『一人の乞食が、「私にボーロ(ケ ーキの

こと)を下さい。」と言つたので、皆が、

「なぜバンとか、お金を恵んでほしいと

言わないで、ボーロをくれ と言 うのか」

と質問すると、「だつて今 日は僕の誕生 日

だもの」と言ったとか。』二年間程家族で住んだことのあ

るリオ・デ・ジャネイロで、私の周 りにいた、金持ちも

貧しい人も、又、老人も中年も子供も、家族がケーキを

続いたり、又、友人たちがお金を出し合って買つたりし

て、皆で誕生日のお茶のひとときを楽しいんでいた。又、

豪
「

1 かつてポル トガル領であ

つたブラジルにとつて、

カステラ類は正に本場で

もある。「誕生日おめでと

う」 とい うことは、あな

たが生まれてきて、そし

て今、存在 していること

がうれ しい とい う表現で

ある。誕生 日とは、その

人だけの特別の日、そ し

て生涯年に一度、必ずお

とずれるすばらしい日な

のである。

私は今、おくればせながら年おいた母達に、バラの花

東などを贈った りして、 うれ しいびっくりを、プレゼン

トしている。喜んでくれたことを、私も又、楽 しんでい

るのである。さすがに、中学生時代をブラジルで過ごし

た娘は、バースデーブックとかい うのに (今では、市販

で美 しいのがある)かな り多くの友達の誕生 日を書き込

んでいる。特に親 しい人にはプレゼントを、又、葉書や

電話で、おめでとうをい うようである。たとえ忙 しくと

も、貧 しくとも、この誕生 日を大切にするとい う習慣は、

学んでいきたい心の豊かさの一つなのである。特に、家

族の絆を強くする絶好の恵みの時でもあるのではなかろ

うか。

インドネシアの留学生、
フィフィとの出会い

東中沢在住 和裁業 中町 文代

昨年の 5月 、KIFAの 初級英会話講

座に入会。勉強 してみたら、アリが リュ

ックしょって富士登山と気付き愕然。最初の講座で、興

津先生の英語が全然理解できず心の中は真っ青、 2、 3
か月たつ うちに先生のスピーチが少 しは理解出来るよう

にな り、僅かの進歩を感 じていた頃、ルームリーダーの

鈴木さんの紹介で、中本 さんのお宅にホームステイ して

いた留学生、フィフィによるイン ドネシア料理の講習会

が企画されました。私の若い頃着た浴衣をプレゼン トす

る為にデニーズでフィフィと会い、 2時間程 2人で楽 し

くお喋 りをしました。フィフィがかなり日本語が喋れた

お陰です。フィフィは、ジャカルタ近郊で、教師であり、

地域の宗教 リーダーをしている両親を持った、厳格な家

庭に育ち、男性の前では素肌は見せないとチャ ドルをか

ぶ り (同級生にチャ ドルなしミニスカー トも今はいると

のこと)、 長袖、ロングスカー ト姿、英語 日本語、パーソ

ナ リティ、の留学試験を突破 した優等生で、テニスが大

好きとのこと。 1日 5回の礼拝は、忙 しさよりも慰安を

感 じると。 4人の妻を持っていた故スカル ノ大統領の話

から、モハメッドは布教の為に大勢の妻を持つたとフィ

フィは言 う。今は 1夫 1婦市1で妻を持つ男性の社内不倫

の発覚は失職 とのこと。通訳 となって日本に来たいと言

い、母国に、帰 りたくもあり、帰 りたくもなしのフィフ

ィとの別れぎわの会話。

フ イフイ

私

フィフィ

私

:If l come to Japan again, I caH you.

:If l meet you again, I can speak

English vew M/en

:ガ ンバッテ /

:(心の中で)負 けた /で もまた会いたいね。

ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
の

中
本
さ
ん
と
フ
ィ
フ
ィ

一麟一絣国際交流に関する

あなたの体験、ご意見を

お寄せください。

投稿規定 :25文字×30行以内。題名、住所、年令 (学午)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、謝ネLを お送 り致 します。
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KIFA会 員募集 研修部会語学講座
無 料 体 験 公 開 講 座 実施

Ql.
Al.

あなたもKIFAの 会員にな りませんか ?

KIFA― 鎌ケ谷国際交流協会は、会員の皆さんの、

会員の皆さんによる、鎌ケ谷市の国際交流推進のための

団体です。

WOULDN'T YOU LIKE TO
JOIN KIFAP
Look what you can experience by joining
the friendly staff at KIFA:
*Attending an “international'' party!
*1/1aking ne、v friendsl
*Seeing and talking to foreigners!
*Being apart of internationalizationl

Join tOday

Q2.
A2.

どんな事業があるの ?

鎌ケ谷市の個性を生かした魅力溢れる交流事業を

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

会員のメリットは ?

会員になられると、次のよ

●イベント情報がいち早く

に届きます。

ホ語学研修講座をはじめ、

加できます。

うな特典があります。

、 しかも会員一人一人

イベン トに優先的に参

●参加費なども会員割り引きがあります。

KIFA事 務局まで        ヽ

(市役所 3階企画課内 845-1141 内線550)

英語、中国語、スペイン語の 5つの各語学講座では、

初めての試みとして、12月 第 2週に、一般市民を対象 と

した無料体験公開講座を行いました。

これは毎年応募の際に、各講座の内容や レベルなどの

問い合わせが多々あるため、実際にクラスを見学、参加

して頂いて、申し込みの時の参考になればとい うことか

ら開かれたものです。

当日、各講座では数名から10名 ほどの体験希望者があ

りました。受講生と一緒に教科書を見ながら、通常の授

業に加わってもらった り、又ゲームをした りしました。

この体験を通 して新年度には受講申し込みをするつも

りとの声も早速聞かれました。

中級 1講座 )

(各 1講座 )

月15日 号
″

に掲載予定

墨
を
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り
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け
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方
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こ
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感
じ
に

入会申し込みは

5月 18日 (日)語学研修講座開講

英語 (初級 2講座・

中国語、スペイン語

詳細は 広`報かまがや 4

日本語ボランティア講師の登録者研修会を開催

12月 14日 (土 )、 30名 の日本語ボランティア講師の登録

者が出席 して、日本語講師の岡田幸雄先生を迎え、「日本

語指導ボランティアについて」の講義をして頂きました。

大変に有意義な内容ばかりで、今後の活動に生かされる

ことでしょう。

このあと、現在 日本語ボランティア講師で活躍 してい

る全メンバーの ミーティングも開かれました。

●|1111編1集1後

=1議

|||||・
10月 のスポーツフェスティバルから、広報部でお手伝

いさせて頂 くことにな りました。自分では、記事を作る

のが好きなのと、語学の勉強の一つと思っていましたが、

新聞としてまとめあげるのはとても大変。部員の協力 と

努力の結実e一生懸命作 りましたので、読んで頂けたら

幸いです。まだまだ部会員が少ないです。新聞作 りを楽

しめる方、一緒に「KIFA Plaza」 を作 りませんか。事務局

までご一報下さい。 (F.N)


