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1998年、11月 15日 (日 )

第11回 KIFAパ ーティーが総合福祉保健センターに於いて

開催されました。

参加者約270名 、うち外国人83名 (国 籍16カ 国)、 華やかなパー

ティーとなりました。

アメリカ合衆国・アンゴラ・イギリス・イラン・インド

オース トラリア・ガーナ・カナダ・韓国 。中国・ ドイツ

ナイジェリア・ニュージーラン ド・バングラデシュ・

フィリピン・ペルー

The 1998 KIFA party ⅥノaS held on November 15 in the Kamagaya City

General Health and Welfare Center. More than 270 people,including

83 foreigners frorln 1 6 countries,participated in the party.

σ



協会の活動 0運営に、ご意見を

鎌ケ谷市国際交流協会

会長 田澤 進二郎

皆様には日頃、協会の活動運営にご協力をいただき、

厚 くお礼中し上げます。

さて、当協会も設立から11年が経過 し、多くの会員よ

り組織規約について検討すべきではないか、 というご意

見が寄せ られています。協会 と致 しましてもこれ ら要望

を受け、去る 1月 23日 (土)組織規約等の検討委員会を

設置いたしました。構成は、部会員及び部会活動経験者

の有志20名 で、検討項 目としては

①部会制について

②企画総務委員会等の各種会議について

K・ 1‐

61役員の選出方法、任期について

r4姉
妹都市交流促進について及び事務局 と各組織 との

連絡調整について

61その他

であります。

皆様にも日頃の協会の活動運営を含め組織規約等につ

いて、建設的なご意見をお寄せ頂きたくお願い申しあげ

ます=国際交流を通 して、人と人、心と′いのふれあいを

大切に、より充実した活動が、より楽 しく、会員相互の

親睦がはかれるよう努力 してまい りたいと考えてお りま

す。皆様のご意見をお待ちします。

送付先 :〒 273-0195 鎌ケ谷市初富928-744

鎌ケ谷市役所内鎌ケ谷市国際交流協会事務局

8047-445-1141 内線550

FAX 047-445-1400

「東は東、西は西」

―若林正人氏講演会
2月 6日 (土)午後 1時30分 より、総

合福祉保健センター 6階大会議室に於い

て、200名 以上の人を集めて、若林正人氏

の講演会が開かれました。

壇上に_Lが られ、「さく ら、 さくら」の

第一声から、笑いの中に少 しの皮肉をお

りまぜ、ユーモアたっぶ りに講演は始まりました。

ヨーロッパ時代の経験から、東 と西の国の文化、考え

方の根本的な違いを指摘 し、今の日本では 「規制緩和」

が叫ばれているけれ ども、安易な行動は慎むべきである

と、ご自身の経済感覚でやさしく説明されました。

また一方、朝 日テレビ番組のニュースステーションの

キャスター時代の話で、各地名所のリポーターでのご苦

労話や裏話など、多少の哀切を含んだお話は、驚きの中

に共感 と納得を感 じさせ られながら、おもわず身を乗 り

出すほどに、引き込まれたひとときでした。

色鮮やかな紅葉の中継のはずが ｀
青い紅葉

〃
。これでは

中継できないと、ハイテク機械を利用しての中継。満開

の桜の中継が ｀
まだ、つばみのかたい桜

〃
だった り、

｀
散

ってしまった桜
〃
。これでは中継できず と、あちこちから

中継現場に桜の枝を持つてくるなど、テレビのいい加減

さを語 り、自分の居場所はここではないと、その時思わ

れたそ うです。

また、山手線の朝のラッシュ時のみ座席がない電車が

走 り、利用者の意見を取材に行 くが、放映されたのは、

極々少数の意見。その時、「マスコミは少数の意見を伝え

るのが使命だ」 と言われたとか。

テレビからラジオヘ と、活動の場を広げられた若林氏

の、独特な語 り口は、今もなお健在で、これからもます

ます活躍されることが、期待されます。 (研 修剖
`会

)

:鯰:ヶ 彦 甕 巡餃趾炒鶉賤
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楽しかつた校外学習会 一日本語講座―

11月 8日 (日 )、 まだ夜が明けない早朝 6時に市役所を

出発 し、紅葉真っ盛 りの日光へ行ってきました。

毎週火曜 日夜 7時 30分から9時まで、ボランティアで

行つています 「日本語講座」の授業の一環 として、例年

2回教室で催す特別学習会ですが、本年度後期は、思い

難事漱:

切って教室を飛び出 し校外学習会 としました。     |
市内業者にマイクロバスを依頼 し、受講生とボランテ l

ィア総勢22名 .黒板、テキス ト、絵カー ド等持参でバス
 |

に乗 り込みました。                 1
バスの中での盛 り上がり。パーキングエ リアで急に始

|

まったダンス。さすがラテン系のリズムの乗りは違いま
 |

す。いろは坂の紅葉 と猿の歓迎に驚き、華厳の滝や中禅

寺湖では景色にみ とれて人数確認に大わらわ。参加者に

合わせて用意された昼食をおいしく頂き、午後は東照官

に参拝。参加の全員がまた来年も校外学習会を希望する

との事でした。

以下は受講生中 2番 目に若いベルーの半円百合子さん

(鎌ケ谷第四中学校 2年)の感想文です。

(研修部会 藤本 克代 )
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お も しろか つた 日光

半田 百合子 (ペルー)

私は日光へ行きました。

KIFAの 日本語教室の友達と先生たちと行きま

した。 とても楽 しかったです。バスの中では勉

強 した リクイズをしました。窓からさるがたく

さん見えました。景色もきれいでした。最初のパーキン

グではみんなでダンスをしました。私もしました。おも

しろかったです。いろは坂をのばって、華厳の滝へ行き

: ました。まわ りにたくさん木がある高いところから、滝

がいきおいよく落ちていました。歩いて中禅寺湖へ行き

ました。とてもきれいでした。みんなでいっしょに食ベ

たお昼ご飯はおい しかったです。お昼を食べてから東照

宮へ行きました。いろんな建物

があって、きれいなところでし

た。眠 り猫や二猿も見ました。

とてもおもしろかったです。帰

りのバスの中もとてもにぎやか

で、楽 しかったです。また行き

たいです。

内田さんエルサルバ ドルヘ

青年海 外協力 隊員 と して

青年海外協力隊の一員として派遣が決まった内田牧さ

んが去る12月 3日 、市長を表敬訪問しました。KIFA会長、

教育長、生涯学習部長他数名の方々が同席されました。

青年海外協力隊は昭和40年 に政府事業 として発足し、

現在59カ 国で約2,300人 の青年達が活動 しています。不況

であえいでいるとはいえ、まだまだ豊かな日本です。そ

の日本から世界に飛び出し、現地の人々と共に不 自由な

生活をしながら、彼 らは奉仕活動をしているのです。

市内東初富在住の内田さんは、平成10年度第 2次隊隊

員候補生341名 の一人 として、9月 から派遣前訓練を受け

ていましたが、 12月 6日 にエルサルバ ドル共不日国に向け

て出発することにな りました。内田さんは大学卒業後、

千害用のスプリンクラー等を扱 う会社に勤務。海外で自

分の技術を生かしたいと応募 したそ うです。以前半年程

南米を旅行 した経験から、中南米地区を希望 して派遣地

はエルサルバ ドル共和国に決定。現地では国立農学校の

寮に住み、農業用の機械の修埋等の仕事につく予定との

ことでした。

日本からは遠 く、あまリリ‖染みのない国だけに参列者

く答えて下さ頃 勉強になったとい う声も。又、謝 県
i

辱T][「 需 冨 艦

｀

不 場了撃吾E曇][i
明け暮れました。お酒を断っての合宿生活ですから、終

i

了後の健康診断では総ての数値が良くなっていました。」 :

呂 こっこ呪 これには市長をはじめ皆さん、羨ましCtt i

tt[賃 [3か r撃基葡慣ょg,it∵見軍llT阜[:
と内田さん。とても和やかな雰囲気の中、30分程で終了 i
しました。

つて、餞別金 と記念品をお贈 りしました。出発から早 4i
力月近 く経ち、今頃は元気に活動 しておられることでし :

よう。         (広 報部会 岡野 喜久江)|

警鮨驚:

■■■|■■●■■| 〕

:

:

|

!

:

』
,

Ｋ

Ｉ

Ｆ

ハ

①

日

本

に

ち

と

い

そ
）
皮

ι

は

日

ヽ

〈

い

て

― ― 小 ―‐̂ハ‐̂
‐ ―‐― ふ 小‐⌒ ‐ ハ ハ ^小 小|^⌒ ^小 ハ‐̂|⌒ ^^―・ ^‐ ― 小 =■ ― ―‐‐ ―‐― ^⌒‐̂

… ⌒‐̂ .ホ‐―‐…‐̂
‐ ― ―・‐～・⌒‐̂.―・― .― ‐J



ウェルカム

Weicome Party for High Schc

■〓
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トライデン トハイスクールの10名 の学生 と日本語教師、引率者の

14名 が、昨年 9月 26日 (土)～ 30日 (水 )、 鎌ケ谷入 りしました。

その間、市長を表敬訪問、第 5中 学校を訪問し給食体験、鎌ケ谷

し交流を計 り、ディズニーラン ドに出かけ、 4泊 5日 のハー ドスケ

をこなして、東京経由でニュージーラン ドヘ帰って行きました。

暖かく受け入れて下さったそれぞれのホス トファミリー宅より、

顔を私たちに見せてくれました。27日 (日 )には、KIFAが主催すζ

ジーラン ド&ワ カタネ理解講座」に出演 しました。

28日 (月 )の ウェルカムパーティーでも、歌やダンスを披露。一

日本語で自己紹介 し、日本をよく勉強 している様子がうかがえまし

8月 に鎌ケ谷市内の15人 の中学生がニュージーラン ドのワカタネ

ましたが、ウェルカムバーティーではその中学生たちと再会。また

ニュージーラン ドにホームステイ した事のある方の参加もあり、笑

会が見られました。約130名 の参加者がありました。

(広報部会 山崎

｀
スティックダンス

″
を披露する生徒さん

バックの歌は先生と引率者

中学生のお母さん方も交流

』
¨

鎌ケ谷高校の生徒さんの英語でC

「ゎ です、好きなことはテレビゲームです。」



ol Students from Whakatane
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手品のお手伝いもしてくれました。

中学生とジョディさんも加わ り
｀
アハカマ

″
の曲に合わせてダンスを



KIFA事務局 で、仕 事 をす るジ ョデ ィ ティ ピング さん
KIFA Piazaで も、英文のチェックなどお手伝い して下さつています。

K・ I・

私の名前は、ジョディ ティビングです。  饉櫨藤辣It  スマスを祝いますじクリスマスの日は、普通友達よりも
私はニュージーラン ドのタウランガから来  、

「
膠翠翻機A む しろ、家族 と一緒に、冷たい食べ物を食べた り、バー

ました。私は鎌ケ谷に住んで 4年位にな リ ー1疵糠 ‐鐘浴閂炒 ベキューをした りして過ごします。昨年のクリスマス、
ます。現在、国際交流員として鎌ケ谷市役 ■).::.:‐靱  私は家族 と一緒に、私の象3じ さんの大型ボー トで過ごし
所の企画課に勤めています。以前は ALT ・ 41111111甲聯. ました。すばらしい天気だったので、 日光浴 とスイミン

(ア シスタン ト、ラングージ、テーチャー)        グには最適でした。

として、鎌ケ谷市の小・中学校に勤めていました。      残念ながら、ニュージーラン ドでは、一年を通 して雨
ニュージーラン ドのワカタネを聞いたことがあります   がょく降 ります。夏に雨が降るのも、めず らしい事では

か。ワカタネは鎌ケ谷市の姉妹都市です。私は故郷の夕   ありません。ニュージーラン ドには、梅雨と呼ばれるも
ウランガは、ニュージーラン ドの北の島の東海岸にあっ   のはあ りません。だから、貴方がニュージーラン ドヘ行
て、ワカタネの北東に位置 しています。車で 1時間位で   く時には雨に降られるかもしれないので、気をつけて下
す。ワカタネ、タウランガ、その周 りを取 り囲んでいる   さい〃

地域は B`ay Of Plenty″ (た くさんある湾)と 言います。    ほとんどのニュージーラン ド人は、のんび りとした生

自慢になるかもしれませんが、私は B`ay()f Plenty〃 と   活を送る呑気やさんで知 られています。昔はオース トラ
い うこの名前はとても合つていると思います。私の故郷   リアやイギリスの影響がたくさんあ りました。私達の発
のタウランガは、真っ白な砂浜がいっばいあり、果樹園   音はクイーンズ Englishと オース トラリアのなまりが混

もたくさんあります。おいしいキゥィフルーツもいっぱ   ざったものです。ニュージーラン ド独特の発音を持つて
いなっています。それから、温暖な気候です。私の家族         ぃます。マオリと呼ばれるニュージーラン

は、タウランガの MOunt Maunganuiに住んでいます。  卜√「≦夏>ヽ  ドの原住民は、全人口の約20%～30%を し

Mount Maunganuiは 高級住宅が立ち並ぶ、浜辺のり  澤 `＼ めています。昔、マオ リの文化 と原語は、
ゾートになりつつあります。そのMOunt Maunganui { ・コに戸タリ  ぉざなりにされていましたが、幸いに
がニュージーランドのサーファーのパラダイスという  ぎ卜、_ジr←く  もごく最近これが改められ、人々 がも

つとマオリの生活、習慣を大事にする

過ご しやすいです。真夏の気温は25～30℃ です。冬は、 (瞑ゝ
`V′/Cと

ο″ゎ く よ うになってきま した。 もし、ニュー

早朝 と夕方は少 し冷えますが、 日中は普通10～ 15℃位  ~ヽ 、 シン  ジーラン ドについて興味を持っている
です。ニュージーラン ドは南半球に位置 し、夏にクリ        kデ   なら、私の所に聞きに来て下さいね c
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私の通う学校 鎌ケ谷第四中学校

馬込沢在住 半田 奈賀子

私の学校は、鎌ケ谷第四中学校です。この学 仁

校はすごくおもしろいです。 日本の授業は、 8

時から16時ごろまであります。ベルーの学校は、掃除も

給食もないです。お昼まで勉強 して、昼ご飯は、帰って

家で食べます。それでおわ りです。

みんな先生は、やさしいし親切な人です。学校に入学

した時、私 と妹は学校への道を知 らなかったけど、今は

わか ります。自転車で行きます。

私が 2年生の時、学校の給食室の前に大がいました。

給食のパンをあげました。私 と友達であげました。今は、

その大はいません。

蛙もいました。掃除のとき自転車置場のごみ袋の中に

,■ ■‐・■■・■■・‐Ⅲ―・■―■・
"■

■■―l・・●・Ⅲ'■■■‐'■
す■'■・■・■C■■●‐

|.尋壼
‐
 申します。 7年前に夫 とベルーから、 日本

に来ました。私の娘の名前は愛美です。鎌ケ谷で生まれ

て、もうす ぐ5才にな ります。 日本に来てから、すぐ松

戸の五香に一カ月ぐらい住んでいました。その後、鎌ケ

谷市に引っ越 しして、その時からずっと、この町に住ん

でいます。鎌ケ谷市は静かな町です。私のアバー トから、

市役所や図書館、それから、色々な店が近くにあつて、

この場所は住むのに便利だとおもいます。

私の祖父母たちは、 4人 とも沖縄で生まれました。70

年位前からベルーに行つて向こうで住んで、今はもう亡

くなってしまいました。両親は、ベルーで生まれました

が、 日本の大使館に出生の届け出をしているので、日本

の国籍をもっています。だから、私は日系人三世です。

私は幼い時から、両親と祖父母に日本の色々なことを

教えてもらいました。兄弟と一緒に日本の古い歌 「ゆう

やけこやけ」や 「春が来た」などが歌えました。意味が

わか りませんでした。 日本語の言葉や 日本の文化や習慣

も少 しはわかつていました。私は、前から日本に関′いが

あつたし、 日本のレベルの高い技術 と日本人はいつも勤

しょにいました。

日本人も外国人もたくさんで

きました。そして、火曜

日の夜には、KIFAの 日本

語教室で、勉強をしてい

ます。

私 とお母さんと妹 と三

人で日本語の勉強をして

います。私 と妹は 「ひ ら

がな」も「カタカナ」も

「漢字」も、わか ります。

だけど、お母さんは 「漢

字」が全然わか りません。

でも、楽しそ うです。
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勉な人だと教えられていたので、いつか日本に行けるか

しらと思つていました。今は家族 とここで長い間住んで

いますので、日本の生活に大体なれました。

私は夫 と一生懸命働いています。 日本に来た時から、

今まで一番大変な問題は言葉です。でも、毎 日仕事をす

るし、子 どももいるし、勉強するために時間が少 ししか

ありません。けれ ども、日本に住んでいますから、 日本

語を勉強しなければならないと思います。

私は毎週火曜 日に、鎌ケ谷市の中央公民館で日本語を

勉強 しています。親切な KIFAの先生たちに教えていた

だいています。 日本語は難 しいけれ ど、楽 しく、いい勉

強になっています。

躙 いました。ごみと蛙がいつ

友達がいっばいいます。
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国際交流に関する

あなたの体験、ご意見を

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、謝礼をお送 り致 します。お畢せくださιヽ。
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ア研修会 外国語で話す会|

(
中央公民館に於いて、1月 23日 (土 )、 講師に松本明子

先生をお迎えして、 日本語ボランティア研修会を行いま

した。

前回に引き続き助詞の 「に」 と「の」について学習、

たくさんの用例を意味・用法に分類 しながら適格な助詞

の使い方を勉強しました。

他市よりの参加を含め34名 が集い、熱心に学びました。

(研修部会 )

|

KOREAを 聞こつヽ

10月 18日 (日 )ま なびぃプラザに於いて、グストスピ

―カーに中村欽哉先生をお迎えして「KOREAJを 聞こう

と題 し、
｀
日本の隣の国、静かな日の出の国、秋の美しい

ソウルのお話 し″
をお互いの経験を通 しての交流の時間

を持ちました。多くの方に参加を頂きました。 (交流部会)

KIFA会員募集
あなたもKIFAの会員になりませんか ?

KIFA―鎌ケ谷市国際交流協会は、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 KIFA?
Look what you can experience by joining
the friendly staff at KIFA:
*Attending an “international"party!
Making new friends!
Seeing and talking to foreigners!
Being apart of internationalizatio■ !

Join today

―わたしの国の自慢料理とくらし―

12月 6日 (日 )通訳ボランティアの研修会を兼ねた懇

親交流会『外国語で話す会』を開催 しました。

今回は、母国語が英語・スペイン語 。中国語 (北京語
。広東語)のパネラーに、手作 り料理を持参 して頂き、

料理のレシピや国の話などをして頂きました。バネラー

は母国語で話 しましたが、そこで通訳ボランティアが活

躍 しました。

基調話の後は、試食会に移 り、参加51名 のそれぞれが、

外国語で話 しかけた り、通.FKを 交えて話 した り、和やか

で楽 しい交流会 とな りました。 (研修部会 )

KIFAには、約10ケ国語に対応できる30名 程度の通

訳ボランティアが登録しています。外国語に関し

てお困りな事、些細な事、簡単な内容の事等でも

ご相談下さい。問い合わせは事務局まで。
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KIFA  has about 30 volunteers available
who speak about 10 1anguages.
If you are in a difficult situatio■
because you can't speak Japanese, why
don't you call us!
We are happy to help you and to make

better.your life in Kamagaya

Kamagaya lnternatio■ al Frielldship AssoclatiO■
(KaElagaya City Ⅱall,3rd floor)

8 445-1141 Ext  550

「

月

「

↓

「
―
―
―
月

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

い
沖
鈍
ぶ
～
』

０
，

マ

一■

３^

・〓

■

●■＾̈一“´一一一

編 集 後 記

未熟な為に、チェックミスがあった りも致 しましたが、

皆様にご協力を頂き、何 とか年 3回の KIFA Plazaを発

行する事ができました。投稿 して下さつた方々、ご協力

下さつた方々に、感謝いたします。是非、広報に興味の

ある方のご連絡をお待ちいたします。 (K.Y)


