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2000年 11月 12日 (日 )市総合福祉保健センター 6階大会議室に20カ 国86名 の外国の方々を含め、266人が集いにぎやか

にKIFAパ ーテイーが開かれた。

正午、荻交流部会長の開会を告け
｀
ることばで幕をあけたバーテイーは来賓のあいさつ、外国コーナーのスピーチとつ

づき乾杯、各テーブルの自己紹介に移つた。始めて参加 した人たちも交流部会員のリー ドでテーブルを囲み会話の輪を

ひろげることができたようだ。

今回のパーテイーは参加考みんなが出演者になれるようなア トラクションが印象的だつた。口本語講座のオペレッタ

「これでわたしも人気者Jはその存在を充分アピールしていたし、お国自慢では韓国やニユージーランドの美 しくまた

力強い歌声を聞き、ペルーの若いむすめさんたちの民族衣装の日J愛 いフォルクローレにドキ ドキし、イランのダイナミ

ックな音楽にさそわれ舞台で踊るここちよさもあった。「着付け舞Jに着物の優雅な動きをあじわい、多 くの外国の方々

によろこばれた。

会場全体に流れるJAZZの 調べにおしゃべ りの花が咲き、ダンスの輪が広が り再会を約束する最後の合唱を歌い終

えて、からだの中がポツとあたたかくなっているのに気がついたのはわたしだけではなかったでしょう。



交流部は外国人とのコミュニケーションを通

お ります。現在、交流部会在籍者は34名 です。

交流部会の紹介
して、友好と異文化の理解を推進するため、

人会お待ちしております。

楽しい活動を活発に行って

2000年度担当事業

2000. 5.28

日帰リバスツアー「牛久シャトーと筑波山の旅」

参加者88名 (う ち外国人16名 )

2000. 7.16

バーベキューバーテイ

於市民の森キャンプ場

参加者122名 (う ち外国人48名 )

2000.11.12

13th KIFA PARttY
於総合福祉保健センター

参加者266名 (う ち外国人86名  20カ 国)

[ホームページ事業]英文ホームページの作成

[海外交流事業]前年度に引き続き姉妹都市ワカタネ市と交流促進

と共に海外都市の民間団体との交流を始めるための候補となる都市の

リサーチと初期的な折衝を実施した。

米国カリフォルニア Simi Valleyと 台湾

[その他]8月 の貝柄山公園で開催された市民夏祭りにも交流部一

九となって、参加した。

2000.12. 3

国別交流会「中国を聞こう、中国と話そう」

参加者93名 (う ち外国人15名 )

2000.12.13・  15。  18

初歩のインタ…ネット学習会

於 N丁 丁幕張 NEX'A

参加者47名 (3回 実施 )

2001. 1 .28

料理講習会 (料理、スペイン.バ ングラディシ

ュ.タ イ,日 本 )

於南部公民館 (参加者44名 )

「中
国
」
国
別
交
流
会

鯰料理講習会鯰
前日降った雪が道路を埋め尽 くしている 1月 28日 (日 )

スペインのクリステイーナさん、タイのマムさん、バン

グラデイシュの トトルさん、日本の堀さんを講師にお願
いし、お国料理の講習会が行われた。

参加者は指導を受けながら初めて作る料理に熱心に取

り組んでいた。時に講師の手際の良さや的確な指導に感
′亡ヽしたり国の話を聞いたり、他の国の調理台とも交歓し、

楽しみながら約 2時間余 りで料理完成。

続いて試食会に移った。出来あが りはどれも国を代表

するような家庭料理でプロ級の出来栄えだつたが講師は

口を揃えて『母から伝授 された料理』と言っていた。

日本の子供の 3大好物がハンバーグ・カレー・スパゲ

ッテイーと言われる今回、さて日本の母の伝える味は何

になるのであろうか。 トトル講師のように『皆にあまり

知られていない国でもこういう陛界に恥 じない伝統料理

がある事を知ってもらいたくてlTIの ために頑張った』と

いうコメントが果たして日本の普通の若者から聞かれる

だろうか。
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研修翻会へようこそ
現在14名 の部会員で活動 しています。月 1回 の部会では、年間の語学研修講座の開催、外国語に親 しむ会、イベント

の企画など活発な意見交換の中で、ひとつずつ計画 し実行 していく楽しさがあります。時として忙 しさにまどわされな

がらも、中|1間 意識で互いに助け合い、それぞれの持つ力を出しあいながら実 り多いボランテイア活動に燃えています。

さあ、あなたも今年こそ研修部会へどうぞ3

2000年度 語学研修講座

/_t
ロ

同
開
講
式

2001。 2.

日本語講座

日本語講座は、外国の方々が日本語

を学習する講座です。

日常生活を安全にすごすために、ま

たともに生きる地域づ くりとボランテ

イア講師と一緒に日本語を勉強 してい

ます。

特別学習会

○校外学習 2000.10.22

-バスで富± 5合目登山一

霧につつまれ、ながめはよく

なかったけれどキヤベツ畑で新

鮮キヤベツを収穫 したり、鍾乳

洞を探検したり楽しい口でした。

〇年賀状を書こう 2000.12.19

豊イベント豊

合
同
開
講
式

英語 ○初心者 ○初級 ○中級

スペイン語

スペシャル会話○中国語 ○韓国語 ○ ドイ

フレン ドリー英会話 (60歳以上のかた)

日本語
2000.5.21 18

各国

した。

落語の ABC
2001.2.18 於 :総合福祉保健センター

関西より桂む雀、桂あさ占さんをおむかえ

して、解説、落語 2題、あさ1占 さんの英語の

「ときそばJ、 む雀さんの三味線を聞きまし

た。しなやかな動きと話芸、三味線の ドラえ

もん、ベンチャーズには、観客への気 くばり

を忘れないこころいきを感 じました。
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外国語に親 しむ会
―各国のスポーツの話を聞こう一

2000。 10.29 於 :北中沢コミュニティーセンター

母国のスポーツのお話のあと、オリンピックの年にちなんで、

語のアイ・ラブ・ユーゲームとマラソンゲームでひとあせかきま

ノト鐵鰺 1こ 鐵 じ :は1鸞
11ル

武
ニュージーランドのナサニエルさんと通訳の安香苗さん

む黎

桂あさ吉さん

中国の紀さんと通訳の平岩まゆみさん イタリアのモンテさん

スペインのクリスティーナさんと助つ人イランのアリさん

桂 む雀さん
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人と出会うこと。これほど楽 しいことはありません。

今年度鎌ケ谷東部小学校の 5年生は人との出会いを通 し

て大変多 くを学ぶ事が出来ました。今年度 4月 から5年

生は米作 りを学習 してまいりましたが、収穫後の学習と

してアジアの食文化について調べを進める事になりまし

た。その時アジア各国出身の方で鎌ケ谷に住んでいる方

をお呼びし食文化について教えていただきたいと思いま

した。早速鎌ケ谷国際交流協会に相談した所快 く色々な

方を紹介していただける事になりました。

10月 30日 に藤井明恵さん・鈴木恵さん 。平野セシリア

さん・チャナンヤさん・富田さんとジュンさんそれに通

訳の桑野さんを迎え各学級で初めての交流会を行うこと

になりました。一週間前から子供達はどんな挨拶をした

らよいのかと一生懸命に考えていました。当日は′亡ヽ配が

杞憂であつたと思うほど和やかな雰囲気の中で料理につ

いてたくさんのアドバイスをいただく事が出来ました。

J4供達の中には中国語やタイ語を勉強して挨拶をする子

もいました。子供達一人一人の言葉に一生懸命耳を傾け

答えて下さつた事に私達は感動を覚えました。一時間と

いう時間がとても短 く感 じられました。皆さんが帰られ

てからも子供達の興奮はなかなか冷める事がありません

でした。11月 の 4日 に L野 のアメ横センターに食材の買

い出しに出かけました。皆さんから頂いたア ドバイスが

とても役立ったのは言うまでもありませんでした。

11月 7日 料理作 りに取 り組みました。再度皆さんのご

協力を頂き、当日はフイリピンと台湾出身の保護者 2名

にもご協力を頂 きました。皆さんエプロン姿で沢山の料

理作 りを手伝って頂きました。lo時過ぎから始まった料

理作 りは 1時過ぎまで掛かりました。子供達は自分達で

初めて作ったアジア各国の料理に大喜びでした。教室に

は美味 しい美味 しいという声があちらこちらから聞こえ

て来ました。子供達にとって料理もさる事ながら、料理

作 りを通 してアジア諸国の皆さんとの交流が一番印象が

強かったようです。子供達の交流の感想の中には親切に

して頂いた事に対する感謝の気持が沢山見られました。

交流を通 してアジアに対する興味や関心が深まりまし

た。料理だけではなく、言葉や習慣や文化等も自ら学ぶ

事が出来ました。普段はなかなか自分から勉強に取 り組

む事のない子まで率先 して調べる事が出来ました。

この学習を通 して子供達の成長を感じる事が出来まし

た。 5年生担任として今も皆様に感謝の念で一杯です。

鎌ケ谷東部小学校 5年担任

浦部  元・福田 孝子・石黒

アジアの食文化研究でミャンマーを担当

する事になり、事前に生徒達との質疑応答

で、スパイスやその他の食材を買い入れ、

実習当日は皆 ^生懸命料理に夢中でした。

出来上がりを試食して唐辛子の余 りの幸さ

に今にも泣き出しそうな生徒、慣れないス

パイスの臭いに思わず顔を背ける生徒、様

々でした。実に楽しい思い出になりました。

これからもこの様な企画があれば、時間の

許す限り参加 したいと思います。

私は東部小の生徒がタイについて興味を

持ち、勉強 したいと言う事を聞いた時、と

ても嬉しく思いました。生徒さん達に会い

質問に答えたり、タイ料理を一緒に作った

りする機会を持て、とても光栄で幸せに感

じました。生徒達は自分が興味を持った料

理の準備や研究を楽しそうに一生懸命やっ

ていました。私の回りの日本人や先生や生

徒の皆さんに感謝 しながら、タイと日本の

友好が深まって行 く事を希望いたします。

t平野セシリ

ナタデココのフルー

の野菜炒めを教えるL

られるか不安で したフ

内は悪戦苦闘をしてヽ

がいいのには驚 きま l

もおい しいとの言葉 7

した。 ビーフンの野う

パテス (小魚を天然の

で味付け しました。 (

からお礼状 までいた 7

米作 りの勉強から,

供達の興味が発展し、

学校の生徒とインタ‐

をしている等、熱心 |

る様子にとても感心 |

に迄お礼状や年賀状 7

す。当初は滞在中にう
いように、またタイ6

しが出来たらと、始あ

ですが、この様な機
`ます。
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奮一， 滋羅燿難饗響繁

茂

色富田 照子さん ■

L関野チャナンヤーさん ■ 色桑野 :
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2000年 11月|171日

東部小学校 5年生
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アさん(左 )■

‐ツサラダとビーフン

ユにな り、上手に教え

、ゞ生徒 さんは初めの

まヽしたが料理の手順

た́。試食会ではとて

1い ただきホッとしま

こ炒めにフイリピンの

塩で発酵 させたもの)

:て も楽 しく生徒 さん

]き 感謝 しています。

子ヽさん■
'ジ アの食文化へ と子

今では各国の日本人
‐ネットでメール交換

l学習に取 り組んでい

ま́した。その後 も私

「頂 き感激 してお りま

:え たタイ語を忘れな

)方 々に少 しで も恩返

)た通訳ボランテイア

ざが持てた事を感謝 し

アジアの食文化の話があった時私は子供

達が大好きだから迷わずお引受けしました。

子供達が校内で栽培 したお米を皆で食べる

なんて本当に幸せですね。「チデミは焦げた

けどとてもおいしかった。お好み焼とちが

って栄養満点」「また作 りたいな一今度はマ

ンドューもいいな―、私お店開けるかも―」

沢山お手紙をいただきました。一生懸命料

理を作る子供達の姿を見ると本当に楽しく

なります。又会えたらいいな |

色鈴木  恵さん■

台湾や中国の料理 (鳥お粥、大根餅、月

餅、苺 ミルク寒天、焼き米粉)を 作る為に

どのグループも上野まで材料を買いに行き、

2時間掛けて各種の料理を作 りました。残

念ながら月餅作 りのグループだけが時間不

足で未完成となりましたが、他のグループ

は美味 しく出来、皆で楽しく賞味 し、本当

にすばらしい一日を過ごす事が出来ました。

生徒達がアジアの食文化について真剣に勉

強している姿に大変感激 しました。
t藤井 明恵さん]

学校派遣0こ:機議|で,
■|||||||||||||||||||||||||||||1111:|||||||||||||||||||||||:||||||||||||:||||||||||||:|||||||||||

中部小学校 6年 (6月 )

タイについての学習

タイの方とその通訳者

東部小学校 5年 (10月 ～)

アジアの食文化についての学習

中国、韓国、台湾、フイリピン、タイ、ミャンマー

の方とその通訳者

中部小学校 3年生 (1月 ～)

中国人生徒の日本語教室の手伝い

中国語通訳者

中部小学校 6年 (1～ 2月 )

韓国についてのグループ学習

韓国の方

北部小学校 ことばの教室

ベルー人生徒の日本語上達状況報告書翻訳 (毎学期

末 )

スペイン語翻訳考

その他、12年度以前にも五本松小学校へ韓国人派遣

■■ 一〓一メ一“
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私の故郷、サルディーニャ島は、イタリア20州 の中の

1つ であり、シチリアに次ぐ地中海第 2の大きさを誇る

島であ り、人H166万 c島の歴史は古 く、数千年に渡 り

常に東と西を結びつけてきた重要な交易港でもありまし

た。又、多くの芸術家や作家を生み出して来ており、そ

の中でもノーベル文学賞を受賞 したグラツイア・デレッ

タはとても有名です。

今回では年間数百万の観光客が世界中から訪れるリゾ

ー トとなっています。その美 しさは思わずH寺 の流れを忘

れてしまう程です。飛行機からサルディーニャに降りた

つ人は地中海の花の香 りにうたれるでしょう。宝石の様

な島はあなたを魅了する事でしょう。皆様もサルディー

ニャを一度は訪れて見てはいかがでしょうか。

それでは CIAO I

モンテさん

私
の
好
‐‐き
な
イ
タ
リ
ア
０
愛
の
歌

NON POTHO REPOSARE
(愛の歌)

(ぼ くは眠れない)

ぼくは肥れない、愛する人よ

いつでも君のことを想っているから

どうか悲しまないでおくれ、 いとし

い人よ

悲嘆にくれないで、ぼくを失うだろ

うなんで怖がらないでおくれ

ぼくが君だけを望んでいることを確

かに言っておく

ぼくは君を強く愛しているから
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チ ベ |シ
ートのオ

去年の夏、チベットヘ行って来た。観光地化された東

部のラサ周辺なら何時でも行けるが、チベット仏教徒に

とり聖なる山である、カイラス山のある西部地区まで足

を延ばそうとすると、鍋、釜、食料はもとより、輸送手

段、テント、使用人まで準備せねばならず、簡単ではな

い。ラサから2千キロも離れており、道路も整備されて

おらず、一旦雨でも降ると、橋のないところも沢山ある

からだ。更に、1959年 の中国による併合以来、政治的不

安定を理由に外国人旅行者が制限されていることもある。

カトマンズで旅行社を経営 している友人から、前・日」
‐
証

もとれて、数人集まりそうだから参加しないかとの連絡

が入って来て、体力と毎日が日曜日になった今を逃して

は永久に行けないと、参加することになった。

7月 24日 に、日本人のみ 8人が、カトマンズに結集し

た。これに信頼できるネパール人のコック、給仕 4名が

加わり、中国との国境の町ザンムに向かった。ここで手

配しておいた中国のランドクルーザー2台 と、荷物用の

トラック、それに中国人の運転手、案内人、手伝い 5人

の総勢17人で出発進行。

雨雲でさえぎられるヒマラヤ山脈の南側では、洗われ

て峻険になった山から、深い谷川に向かって、幾筋もの

豊富な水量の滝が勢い良く落ちているが、3750mの ニエ

■ 1 1■ |「
■

|.‐ ■■||■ ■■11111機||■ ■
酒井さん (左より2人 目)と仲間たち

ラム峠を越えた北側では乾燥 した土地に、強い風を避け

るように、背の低い植物がへばりついており、景観は全

く異なっている。

高原地帯を、徐々に高度を上げながら西へ FIlへ と向か

い、ガンジス川となってベンガル湾に注ぐ、ヤルンツァ

ンポ川のフェリーを渡るとサガで、ここからは、中国が

作ったパキスタンまでの軍用道路になるので、比較的整

備はされている。とは言っても雨の後には、小さな小川

も1曽 水 していて、何回かす壬回せざるを得ないところがあ

り、予定通 りには進まない。高度順応の為の予備日も移

動に使い、月ヽ高い丘を越えると、マナサロワール湖が見

えてきて、目指すカイラス山はもう近い。

酒丼 哲郎

8月 1日 。今日から待望のカイラス巡礼路。5600mの

ダルマ峠越えを含め55km、 3日 間の山歩きだ。テント、

食料などを運ぶ12頭のヤクと共に、ダルチェンの宿舎を

出発。流石にキツイ。この3日 間を完全に歩き通 したの

は 8人 中3人のみで、 5人がヤクの背に揺られたり、身

の回り品を持ってもらったりした。チベット人は、早朝

に出発 して歌を歌いながら、一日で巡礼すると言うから

驚きだ。このきつい道中でも、我々の目や耳を楽しませ

てくれたのは、短い夏を貪るように咲いている、ブルー

ポピーなどの高山植物、鳴き兎やマーモットの可憐な動

物、黒羽鶴の求愛ダンスや、車に競走を挑んでくる野生

の馬や鹿などと、枚挙にいとまが無い。

サガからは往路に別れを告げ、ラツェ、シガッェを経

由してダライラマ141日 fも 修行 した、ポタラ官のあるラサ

についたが、流石にここは大都会。美味 しいビールも′亡、

ゆくまで飲めて、お湯の出る風呂にも本当に久しぶ りに

入れた。

日本の仁、教僧川日慧海が、100年 前に修行 したり学んだ

であろう寺院の一部が、先の文化大革命で、破壊され見

学できないところがあったのには、心痛んだ。

ラサからは空路カトマンズに帰 り、 8人の誰も、酸素

ボンベや、気圧調整箱のお山話にもならず、我々の20世

紀、ミレニアムプロジェクトは終った。

カイラス山

マナサロワール

カンチェ現劣た
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information

ワカタネの高校生 ! 鎌ケ谷来訪

平成13年 4月 7日 (土)～ 4月 17日 (火 )

姉妹都市交流をしているNZワ カタネ市より今

回も高校生が鎌ケ谷のホームステイを楽しみに来

られます。 ||∫ 内で高校生をみかけたら、声をかけ

るなどして鎌ケ谷での思い出作りに御協力下さい。

KIFA総 会

平成13年 5月 20日 (日 )

2001年度総会が開催されま

す。21 Шr紀 のKIFA活 動の

始動開始 ! みなさん参加 し

ましょう。

日本語ボランティア研修会

12月 10日 (日 )と 平成13年 2月 10日 (:L)の 2回 、

中央公民館にてスリーエーネットワーク顧間の鶴尾能

子先生をお招 きして開催 された。毎週火曜 日夜 7時30

分 より行っている日本語講座のボランテイア、及びそ

れに関心のある方、さらにネットワークされている近

隣市 H」

^の
方々の参加 をいただき「新 日本語の基礎Jの

具体的な教え方の勉強をしました。

通訳ボランティア研修会

2月 3日 (土 )ま なびぃプラザで通訳ボランテ イ

アの会議を行った.外 IJ語のオ能を持つ皆さんの様々

な経験談や意見交換がなごやかなうちに行われ、英語

の方々は姉妹都市ワカタネに紹介する理事団体の資料

の翻訳作業も実施された。

編 集 後記

2000年度の城終写^を 発刊でき、安堵

IFAプ ラザを読む楽しみから、創 り

を変えた ‐
年でした。ありがとうのこ

にみなさんへ。

KFl:

しています。K
出す喜びへと私

とばを仲間とり(

ちばまなびぃフェスティバル in手賀

11月 26日 (日 )県立手賀の丘少年自然の家

にて東葛地区国際交流のつどいが開催された。

KIFAは 、芸文協の実1舞 、ガーナの民舞の協力をえ

て参加した。剣舞に出演 した方の感想。「大勢の外国

の方に日本の芸能を見ていただき感激でした。写真を

一緒に、と喜んでくれて大変嬉 しく思いました。」

スペシャル会話終了

―ドイツ語講座一

12月 2日 (上 )よ り10回 の日程で、初めての ドイツ

語講座が中央公民館で開催された。大雪に見舞われる

日もあり、26名 の受講生は熱心に勉強をしました。

国別交流会

―中国DAY一
12月 3日 (日 )ま なびぃプラザにて予想を越えた93

人もの参加をいただき、中国在住経験の長い講師の話、

中国茶の体験、楽器の演奏、参加された中国の皆さん

のお話等、バラエテイーに富んだ会となりました。

初歩のインターネット学習会

12月 13日 、15日 、18日 NTT千 葉の協力により無料

講習会が幕張ネクシアで開催された。

3日 間の参加者は47名 、NTTの 方々

の献身的なチームワークのお陰で、参

加者一同真実1に楽 しく時間の過ぎるの

も忘れて勉強した。参加者から次回は

鎌ケ谷で開催して欲しいとの声があり

ました。

y
ワカタネと鎌ケ谷の高校生のパフォーマンス (98年 9月 )


