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初の試みとしてオリエンテーションも実施

5月 26日 (日 )市総合福祉保健センター 6階大会議室において、語学研修講座 (英語A・ B・ C、 スペイン語、中国

語)の 合同開講式が行われた。

当日は晴天にも恵まれ、受付開始前から多数の方が見えられ待機される状況であった。受付では、それぞれの受講講

座ごとの教材を受けlllり 、順次講座別に用意された指定の場所に着席 した。ステージには今年度講師の方々が並び、開

講式は午後 1時予定どおり始まった。

鰺鸞舞覇鶴難讐鐵鶴纂

140名 あまりの出席者を前に、新 しく就任 した岡本KIFA会 長が「当協会はボランティアによる運営なので、皆様

の協力をよろしくお願いしたい」と挨拶 し、続いて藤井研修部会長より「30回 にわたる長丁場の研修であるが、最後ま

で頑張って成果をあげていただきたいJと の挨拶があった。

講師の挨拶は担当外国語で行われた。受講生の中には既に語学に堪能な方がおられるらしく、す亘訳なしでもうなずい

たり、微笑んだりしている様子が見うけられた。講師の挨拶が終わりに近づいた頃、欠席かと思われていた英語B担当

のエアレン先生が「会場への道に迷つてしまって…Jと 汗をかきながら登場。虐、も整わぬうちご挨拶というハプニング

もあった。

次いで各講座の担当者 (世話係)の紹介、受講に当たっての留意事項の伝達があリセレモニーは終 f。 そして今年度

初の試みであるオリエンテーションに移行 した。授業の一環として形式・内容は担当講師に一任されたため、各講師と

もどのようにすれば受講生の興味を引き付けることができるか、苦′亡、されたようだ。あるグループは当日から本番の授

業さながらのもの、他のグループはゲーム感覚を取 り入れ、リラックスした雰囲気のもの等、講師の考え方・個性が現

れ、それぞれに受講生のやる気を刺激した。担当者の話によれば、どのグループも概ね好評であった。約50分 にわたる

オリエンテーションも終わり、初めて会った人達も打ち解け、和やかな雰囲気の中、全員で会場の後片付けをして散会

となった。

(注)オ リエンテーションの様子はP4～ 5に掲載c

機畿
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5月 19日 (日 )、 午後 1時30分 から市総合福祉保健センター 6階の大会議室において、本年度の総会が開催された。

当日は戸松雅昭事務局長 (市社会教育課長)の司会のもと、議員に飯田泰己氏を選出したあと、2001年度の事業報告な

らびに収支決算・特別会計収支決算などが審議され、これを承認 し可決した。引き続き2002年度の事業計画案ならびに

収支予算案・特別会計収支案が審議され、これを承認 し可決した。

なお、今回の総会をもって 2期 4年の任期を務められた田澤進二郎会長が規定により退任することとなったため、新

たな役員の選出が行われた。臨時理事会による互選の結果、新会長には岡本靖子氏が就任し、冨1会長以下各部会長の交

代などの新人事が決定 した。2002年度の新役員構成は右下のとおりとなった。

◇◇新会長インタビュー ◇◇
鎌ケ谷市国際交流協会

岡本 靖子 さん

このたび第 4代の会長に就任 され

た岡本靖子さんに、これか らのKI

FAの運営などについてお聞きしま

した。

◇ KIFAに 携わつたきつかけは ,

岡本 1973年 、我孫子市から市内くぬぎ山に移住して間

もなく、西部地区の家庭教育学級に携わりました。そし

て約 9年余 りの米国滞在から帰国した年に、東部公民館

の主催事業に講師として呼んでいただきました。そんな

事から公民f官運営審議委員に選ばれました。委員となっ

て 2期 日にKIFA設 立の話が行政サイドから持ち上が

り、市民代表の理事として参加 した事がきっかけでしよ

うか。

◇ KIFAに おける関わりは ?

岡本 1988年 のKIFA設 立以来ですから、もう14年 も

KIFAに 関わつています。初代の研修部会長を6年間

務めたあと、副会長を6年、広報活動を2年間やってき

ました。主人の仕事の関係で米国に暮らしたことが国際

交流への関心を深めたように思つています。

◇ 新会長としての抱負は ?

岡本 国際交流は人と人との交流が原点ですから、市内

の方々とのコミュニケーシヨンをさらに大切にしていき

たい。一般市民を対象とした語学講座は設立当初から続

けてきました。これからは青少年に目を向けた事業を多

く取 り入れて行けたら、と思つています。その一つが青

少年のワカタネロングステイ派遣です。また、地域の子

どもたちに言葉を通 じて異文化を理解してもらい、世界

に通 じる国際人に育ってもらえたらとも思つています。

KIFAが その発信基地の一つとなるように、力を尽く

したいと思つています。

(「 人と交わることが大好きJと いわれる岡本靖子さんは、にこや

かな笑顔を絶やさない中で、しつかりと抱負を述べられました.

大いに期待しています )

会長

2002年度鎌ケ谷市国際交流協会役員名簿

役 | 1職 氏 ‐名 所 1属 .団 体

理事 (会長) 岡本 靖子 市民代表

埋事 (高1会長 ) 酒井 哲郎 市民代表

理事 (副 会長 ) 1ヽ 栗 淑子 市民代表

理事 (会計 )
一色 雅男 法人代表 学校法人一色学国

理事 (会計 ) 藤本 克代 |ド 民代表

監事 竹内  明 市民代表

監事 青松 楢男 |ド 民代表

理事 |li報委員長) 渡部 恭子 市民代表

理事(交流部会長) 根岸 孝子 市民代表

理事(研 |夕部会長) 藤井 明恵 市民代表

理事 原  八郎 鎌ケ谷市体育協会

理事 小野 正義 鎌ケ谷市商工会

理事 石井 敏雄 鎌ケ谷市スカウト連絡協議会

理事 細井 和美 鎌ケ谷市子ども会育成会連絡協議会

理事 富田 照子 鎌ケ谷市芸術文化協会

理事 野口 光行 鎌ケ谷市自治会連絡協議会

理事 加藤 義雄 鎌ケ谷青年会議所

理事 松原 勇二 鎌ケ谷ロータリークラブ

理事 「]石 幸久 鎌ケ谷ライオンズクラブ

理事 高島 和雄 千葉県立鎌ケ谷高等学校長

理事 相澤 荘重 千葉県立鎌ケ谷西高等学校長

理事 高野 博之 鎌ケ谷市小中学校長会

理事 寺島 正方 鎌ケ谷市教育委員会 委員長

理事 井上 和夫 鎌ケ谷市教育委員会 教育長

理事 川尻 秋重 鎌ケ谷市教育委員会生涯学習部長

事務局長

担当職員

事務局員

事務局員

(社会教育課長)

(社会教育課社会教育係)

戸松 雅昭

杉山 大樹

川島 妙子

木村 鈴子
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左から藤井 。根岸・渡部・藤本

新役員と田澤前会長
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一色 。小栗 。酒井・岡本の

冨1会長 酒井哲郎氏

KIFAに おける活動は 2年余 りです

が、たまたま巡 り合わせで大役を仰せつ

かることとなりました。皆様のご支援を

いただき、責務を全うしたいと思ってい

ます。

会 計 ―色雅男氏

ライオンズクラブの会員としては、ワ

カタネ市との交換留学生のお手伝いもし

てきました。KIFAで も、この経験を

活かして力を尽くせれば、と考えていま

す。
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2002年度 K:FA法 人含員・団体含員のご紹介
(敬称略 。アイウエオ順 )

〔法人会員〕
エースエ業(和  岡田産業向  鎌ケ谷造園土木(欄  鎌ケ谷梨ワイン・ブランデーm
学校法人一色学園  学校法人皆川学園  茂野製麺的  新和設備|わ  m仁 平・仁陣

m千葉銀行鎌ケ谷支店  東葛食品m  東明電子工業l■l  仰東洋ハウジング  m永 井建設

那須設計工務m  けね美光化学研究所  向保科発條製作所  帥松澤よろい店

皆川不動産侑) mヒ ューテック

〔団体会員〕
鎌ケ谷市商工会  鎌ケ谷市小中学校長会  鎌ケ谷市自治会連絡協議会

鎌ケ谷市スカウト連絡協議会  鎌ケ谷青年会議所  鎌ケ谷市体育協会

鎌ケ谷ライオンズクラブ  鎌ケ谷ロータリークラブ  県立鎌ケ谷西高等学校
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◇新日1会辰と新会計からの一言メッセージ
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警 夕1,賞 T等密警鷲会 I

KI■■IA120024E事業計画

1.在住外国人との交流

★バスツアー・バーベキューパーテイ・KIFAパ ーティ

・国別交流会・料理講習会・青少年交流事業

2.語学研修講座の開催

☆英語会話 3講座・スペイン語会話 l講座・中国語会話

1講座・フレンドリー英会話 1講座・日本語会話 1講座
。開講式および閉講式・日本語ボランティア養成講座・

日本語ボランティア研修会・特別学習会・近隣市町日本

語ボランティアネットワーク・外国語に親しむ会

3.講演会・イベント事業

4.会報の発行

★年 3回広報誌 KIFA Plazaを発行する。

5.ホ ームペーン事業

6.海外交流事業

☆姉妹都市との交流 (青少年派遣 )

7.ホ ームスティ・ホームビジットの受け入れ (随時実施)

8.通訳ボランティア活動の促進

☆研修会の開催・通訳や翻]訳活動を行う。

9.外国人ボランティア講師の派遣

10.市民夏まつり事業への参加

11.東葛地区国際交流協会連絡協議会および他市との交流

前記のうち本年度実施の新規事業には、「日本語ボラン

ティア養成講座」と「青少年ワカタネロングスティ派遣」が

あります。日本語ボランティア養成講座は去る5月 18日 か

ら毎週 1回 (全 12回 )、 講師に松本明子さんと川端芳子さん

を迎えてスター トし、30名 を超える方々が学習に励んでい

ます。一方青少年ワカタネロングスティ派遣は、大学生 2

名、高校生 5名 の方たちが 7月 19日 に出発 しました。

なお、これまで交流部会に所属していたホームページ

事業は、広報委員会で担当することとなりました。これを

機に皆様に楽しんで頂けるホームページとすべ く、本年

秋口を目指 して全面改訂作業中です。市民の皆様による

海外旅行体験記や、ホームスティ受け入れの経験談など

の投稿を歓迎 します。
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新任のロドニイ先生が、

当日都合がつかず増田千佳

先生が代講された。開ロー

番 “Good afternoon"と の

挨拶。皆あっけにとられダ

ンマリ。まずは気分ほぐし

に歌でもと「ABCJの 歌を斉唱。教科書に添い簡単な

英会話をするうち和やかな雰囲気が生まれて来た。明る

く元気な千佳先生の「わからないことはどんどん質問し

よう」「指 される前に手を上げて答えようJ等のア ドバ

イスを胸に刻み無事終了。

(ロ ドニィ先生から)

Hi,my namels Rodney and lrn fro■ l London,England.

Please ioin Our English study group every Tuesday afternoon

Leぜ s have fun and enioy speaking English together.

(川 崎紀男氏から)受験英語の世代で育ち、会話能力が

乏しいので数年前からラジオ講座を開いています。今ま

でのブロークン・イングリッシユにさらに磨きをかける

ため当研修を受講しました。

家内との海外旅行の際、名所 。旧跡の観光や買い物、

又外国人と直接意思の疎通を計り、その国の歴史と文化

を理解し、旅の醍醐味を味わいたいものです。

は英語B務詐イダ。長ミ=為
自己紹介から始まった。

教科書に添い日本語は極力

使 わず、隣同志互いに自分

を紹介 し合 うとい うもの。

このクラスはリピーターが

多いこともあ り和気あいあ

いの中、馴れた日調で話す方もおられた。今回初めての

受講生も大半は英語だけで内容を理解され、レベルの高

さを示していた。エアレン先生の好指導により、閉講時ま

でに全員かなりのレベルに達 していることであろう。

(先生から)So far,I have e両 oyed teaclling the illtermedate

tlass.Everyone is very enthusiastic to learn For a11 lny

students,please try to speak in class,donit be shy,え んり

ょしないでください。I hope all students will continue

toヽvOrk hard and improve their English.

(H.0さ んから)日 常ιL活で英語が日本のことばと同

じくらいの割合でつかわれているということに気付き、

古い私は驚いています。Thisis a pen.と 繰 り返 し音読し

たことは遠い昔のことになってしまいましたが、「現代

に暮らす自分にいろいろなことを問いかけ、少しでも学

ぶ姿勢をもたなければいけない」そのおもいが語学講座

の受講につなが りました。一年生ですが皆さまに助けて

ぃただいて、なんとかがんばっていきたいと思います。

議攀麗‐臨1勝場
=5月 26日 合同開講式当日講座別のオリエンテーションラ

夫により、ユニークな展開となつた。その模様を、講師 :

は英言吾C
ロシィン・マギル先生
(英国、j・E味 :読書・観all)

ゲーム感覚を取 り入れた

ユニークな自己紹介の方法

が取られた。格子の上に並

べて置かれたロシイン先生

手作 りのカー ドを各自が 1

枚ずつ取 り、その裏に書か

れた質問 (家族や趣味のこと)に応 じて答えを用意する

というもの。質問内容も工夫がしてあり、答える方もそ

れなりに考えなければならない。途中で先生からの追加

質問もあり、 1人当たり結構時間を費やした。

全員まで順番が回らず、話す機会がなく残念な人、か

えってほつとした人それぞれであつた。

(先生から)今年も引き続き中級クラスを担当できて喜

んでいます。周りには素敵な人達、愛すべき生徒さん達

がたくさん居てとても嬉しいです。授業はゲーム感覚を

取 り入れた楽しいものにして行きたいと思います。

(木村浩氏から)Hello,everyond元 気なRoisin先生の

呼びかけで英会話のレッスンが始まる。クラスメイトは

好奇心豊かな男女31名 。 1年 30回 のレッスンをゲーム中

心に楽しく勉強出来そうな予感がする。

64才 の英会話事始め、海外旅行の仕事であらゆる国で

いろいろな外国人とハプニングや トラブルを交渉し、そ

の場で解決を計らねばならなかつた。本番のスリルに満

ちたビジネス現場を離れて、のびのびと英会話を楽しみ

ながら学びたいと思っている。

クリスティーナ。ロペス先生 (スペイン、

スベイン評言画家)/フ リオ・ペーニヤ先生(ベルー、
題味:サ ッカー・料理・ダンス)

こちらもゲームを中心に、

楽しい雰LIl気 の中で進めら

れた。まず各自に名前だけ、

住所だけ等個別の項目を記

入したカー ドが配られ、そ

れを各自がスペイン語を使

って発表。総合すると 1人の人物像が現れる、というも

のだ。次いでスペイン語を公用語とする国の名前をアル

ファベット順に挙げ、少しは旅行気分を味わおうか、と

いうもの。我々に剛1染 みの薄い国もあり、なかなか名前

膠
鬱

腋

鬱

鬱

鬱

鬱

■ 鵞

豪魃



K,1.:Fnm鶴建

ンデ轟津璽ン
‐

が行われた。今年初めての試みであり各講師の創意・工

じよび受講生の一言と共にご紹介 しよう。

が浮かばず困惑 した場面も見られた。

〈当日はクリステイーナ先生不在 (7月 4日 まで)時の

代講をされるペーニャ先生も出席された〉

(ク リスティーナ先生から)今年はワール ド・カップの

年です。これを機会に色々な匡|の言葉を覚えて下さい。

スペイン語は20ケ 国で使われている国連の公用語です。

旅行に役立つスペイン語を身につけて、是非スペイン語

圏を楽しんで下さい。

(中江亜貴子さんから)私はスペインについて殆ど知識

は持っていませんでしたが、ただサグラダ 。フアミリア

が見たくて今年の 1月 、友人とスペイン旅行に行って来

ました。訪れた所はどこも素晴らしく食べ物も美味しく

スペインに魅 fさ れてしまいました。

スペインヘは、少 し位の会話が出来るようになり是非

もう一度訪れてみたいと思っていたところ、当講座のこ

とを知 り応募いたしました。通い始めて 1ケ 月、ついて

いけるか心配ですが頑張っていこうと思います。

0中鴎 霜轟妻暑編:弓碁割 )先

生

まずは「ニイハオ」の挨

拶練習から始まり、自己紹

介に移った。受講生の中に

は親子で来場という、熱心

な方も混じっておられた。

先生の一言にもある通り、

受講動機は、それぞれであるが、何とかして中国語を話

せるようになりたいとの意欲は強 く、今年度は全員最後

まで頑張って受講いただけるものと思われる。

(先生から)大家好 !(皆 さん、こんにちは)

「中国に旅行に行きたいからJ「 中華料理が好きだからJ

「周 りの中国人と交流 したいからJと 中国語を習い始め

る理由は様々ですが、勉強熱心は皆さん ・緒ですね。“排

音"を はじめると発音が難しいのもありますが、あせら

ずに続けてみましょう。2008年の北京オリンピックには

ガイドなしに応援に行けるでしょう。

(一戸晋子さんから)私はこれから中国語がますます重

要になっていくと思い、中国語を習い始めました。李先

生は発音を丁寧に教えて下さるので、授業はとても実用

的です。また、中国の文化を少しずつ教えて下さるのが

面白く、毎回とても楽しみです。

」日本語講座コ

毎週火曜日夜 7時30分から9時 まで中央公民館で外国

の方が日本語を学ぶ日本語講座が開かれています。

(日 本語ボランティア :青木佳子さんから)ア ットホー

ムな少人数のレベル別、グループ学習をしています。私

達ボランティアは生徒さんのニーズをできるだけキャッ

チして、より良い学習を提供できるよう′亡ヽ掛けています。

はじめてのゆかたもよく似合つているでしょ。

(胡 振文さんから)上海から8年前来日しました。口

本語をもっと知 りたい、上手になりたいと思っておりま

すが、今年の4月 日本語教室のことを知 りました。

先生方はとても親切で日本の文化や日本人の考え方等

いろいろなことを教えて ドさいました。特に私の弱点で

ある発音をよく直していただきました。これからも先生

方のご指導の下で日本語を楽しみながら勉強していきた

いと思います。

」日本語ボランテイア養成講座□

5月 18日 (土)～ 8月 4日 (日 )ま で松本明子先生、

川端芳子先生の日本語ボランティア養成講座をまなびぃ

で開催 しています。テキス トは「みんなの日本語 IJ、

近隣からの参加もあり、38名 の受講生が全12回 を休まな

いようにと熱心に勉強しています。

(大森佳子さんから)「生きがい」とは「人さまのため

になにかをすること」と単純に考えました。素晴らしい

講師と熱心な受講者の中に身を置いた一日日から、私の

手にあまるのではという思い。以前、英語を話す人達の

中で苦い思いをした私の経験 もあり、切実に日本語を必

要としている方々がいることを思うと′亡ヽ揺れます。

(竹内雄二氏から)外国人の母国語を話せないと教える

ことができないものと、これまで思つていた。ところが、

初日に、先生は「日本国内で日本語を教えるのに、なま

じっかな外国語など知つていたら、かえって教えられな

い」と言われた。「日本語教育」のシステムを知 り、言

葉や文の法則、指導方法の体系について学ぶことで、改

めて日本語について再発見の機会になっている

松本先生の実習をまじえた緊張感あふれる講義
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今年の 1月 、10年振 りにベルーヘ帰って来ましたしかなり大 きく

なった街を飛行機から見るのは大変な篤 きでした。空港には、母や

兄弟や親戚が迎えに来て くれました.家 に帰って朝方までず―と語

り明かしました.彼 らはみんな日本の事や妻や 1´ 供たちの事を聞き

たがっていました.ふ りかけやお茶漬け等、沢山お十産を持つて行

きました。元気でうれしそうな母を見るのはとでも嬉 しかったです.

子供の頃の懐か しくておいしい料理を沢山食べました=更 に小・中

学校の友達 とも再会し、いたずらしたこと等、音の思い出話をしま

した。幸せで した。けれども悲 しい時もあ |)ま した.去年亡くなっ

た父のお墓参 りも出来ました[兄弟の家族や木だ会った事のない従

兄弟たちに会うために私の生まれた街アレキバに行 きました
=

私の故郷アレキバをご紹介したいと思います.ア レキバはベルー

で 2番 目に大きな‖」です.人 日は93万 9千 人で、67万 人が田Jの 中心

に住んでいます。この‖げは “白いЩ
‐'と して知ら4ています。民家

や寺院等はすべて石材で作られ、これはMi薄 火吐1か らの溶岩です。

町の同 りは開拓地帯になっていて、Chll lll● アン
|キ ィドを渡 |り 、河「 1

では沢山のダムが作られ1嗜 lま 永久自|に水の供給を受|'‐ら
―
′tる よう

BυθЛOs das
ブエノス・ディアス〓こんにちは

鯰
フリオ・ペーニャ

さん

|アレキパの教会‐
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中政浪旅行 ―
初めてスペ インヘ行ったときから、なんとな く居心地

が良かった。 じりじりと川Lを 焼 く太陽、なだらかな丘に

並び立つ白い家々。見渡す限 りi査 き通っている青い海。

家族 とのツアー旅行だったが、私のスペ インの印象は強

烈であつた。

大学の卒業旅行には、や

っ|ま り「情れのスペイン」

という思いが強く、頭の中

はスペインでいっぱいだっ

た。その当時のスペイン語

の知識は挨拶程度 :「HOLA
(や あ)、 CUANTES?(い
くら?)、 GRACIAS(あ り

がとう)、 ADIOS(さ よな

ら)」 今思えば勢いだったの

でしょう。一人旅の始まり

です。

スペインのマ ドリー ドは比較的治安が良くない街で、

ビクビクしながらの旅気分でしたが、無事に旅行をした。

プラド美術館や現代美術館など、絵画や建物に興味があ

る人にとっては楽しい街でしよう。食事は日本人向きで、

とても美味 しいです。

|お待|ち|して
―
いま|す |

松 沢 武人

一人旅が慣れてきて、どこの国でも放浪旅行をするよ

うになりました。その中で紹介したい国があります。中

米のメキシヨとグアテマラです。なんとなく治安の悪い

イメージですが、でもしっかりと自分を見失わなければ

十分楽しめるはずです。スペイン同様、焼 き付けるよう

な太陽 と綺麗な海。カリ

ブ海は、この世の楽園か

と思 うほど本当に素晴 ら

しいです。中米に残る古

代マヤ文明は謎の破減を

迎え、そ してスペインの

侵略により融合された文

化や風習は日本人の私に

とって興味深いものです。

食事で有名なのはタコス。

牛や豚、鳥、 どんな具 も

トウモロコシを挽いて作

った皮に巻いて食べてしまいます。妙にビールと合って

おいしいです。

いつかまたスペインやメキシヨなど行きたいと思つて

るのです。そのためにも日標を立て、スペイン語を勉強

し直しです。皆様 も一緒に楽しく勉強いたしましょう。

マ ドリー ド交F夕| ティオティワカン (メ キシコ)

‥親切を身近に直 |じ て 一
今年 1月 、主婦である私がカリフォルニア州でスクー

ルライフを体験 しました。いろいろな国の人達の中で特

に私の発音が悪いため何度も同じ言葉を繰 り返 したりで

初日の授業は冷や汗の連続でしたが、クラスの暖かい雰

囲気と優しくて、おおらかな担任のお陰で、すぐに打ち

解ける事ができました。

英語を第 2の母卜1語 にして欲 しいと願う教師の意向は

まずリスニングから始まるのですが、私には聞きlllれ な

い事があまりに多く、そのことを先生に本H談するとコン

ピューター室に連れて行かれ、「授業が終わったらここ

でゲームをやりなさい。あなたの悩みがきっと軽 くなる

でしょうJと 言っただけで部室から出て行かれました。

さあ大変 !ゲームソフトを選ぶことさえ難 しいのに、こ

んな大 きなコンピュータをどうやって操作 したらいい

の ?だいいち電源はどこにあるの ?そんな私の様子を見

て隣でゲームに熱中していた男の子が親切に操作を教え

てくれたのです。お礼を言うと「最初は誰だって解らな

いのだから心配しないでJと 言ってごく自然にイヤホー

ンを私の頭にセットしてくれたのには大感激でした。

クラスメー トと共に

かりました。とりわけ昨年 9月 に起きたテロの時には、

シカゴに1旬 かう国内線の中で知 り合い、一人でホテルに

泊まるのはさぞかし′し、細いでしようと自宅に招いて泊め

てくださった老婦人。まるで自分の事のように親身にな

って陛話をするというアメリカで受けた大勢の方の親切

に対 し、私は今日本にいる外国人にお返 しを t′ たいと考

えています。

加藤扶左子

彼のお陰で毎ロゲーム

を楽しむことが日課とな

り、私の1悩 みも確かに軽

くなっていくような気が

してきました。

親切だつたのはこの男

の了‐に限らず、マーケッ

トで品物を手にしている

時や、道に迷い車を路肩

に止めて地図を広げてい

る時など、すぐに声をか

けてくれるので本当に助
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国際交流に関する

あなたの体験、ご意見を

お寄せくださしヽ。

投稿規定 :25文字×30行以内。題名、住所、年令 (学年)を 明記の上、

事務局 (市役所 5階)ま で。

記載された方には、記念品をお送 り致 します。
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市民夏まつり

8月 24日 (土 )12時～

(雨天順延)

貝柄山公園にて、「市

民夏まつり」が実施さ

れます。KIFAブ ー

スは新企画いつぱい
|

皆さん是非お立ち寄

り下さい。

バーベキューパーティ

日日寺: 9月 29日 (日 )

午前11時～午後 3時

場所 :「市民の森」

参加希望の方は当日、

食材・食器を持参下さい。

会費は会員100円

非会員200円 です。

フレンドリー講座

〈英会話〉

10月 3日 ～12月 5日

午後 1時半～ 3時

場所 :ま なび ぃ

60才以 上の方を

対象にして、イ['問

づ くりに楽 しく学

ぶ講座です。

KIFAパーティ

開催日時決まる

11月 23日 (土 )

午後 1時～ 4時

市総合福祉保健センター

6階

国別紹介コーナーやア

トラクシヨンで盛沢山 |

KIFA日 本語受講生

「日本語スピーチ発表会」に参カロ

多文化交流も共通のことばは日本語です。

3月 10日 、柏市国際交流協会日本語教室のスピーチ

発表会が、寺島会館で開かれました。松戸や野田そし

て鎌ケ谷からも参加 し、25名 の外国の人たちが日本語

をあやつり、日頃の学習の成果を発表しました。KI
FA日 本語講座からスリランカの方 3名が出場 し、ム

ハンマ ドさんが「日本の若者は自国の文化を大切にし

ていないように感 じる」と話 し、ユージさんは「もっ

と日本語を勉強し次の時にも挑戦したいJと 意欲を見

せ、民族衣裳を身につけたクマーラさんは「スリラン

カの子ども達に日本語を教えたいJと 将来の夢を熱 く

語りました。           `
当日は応援の日本語ボランティアの方々も含め10名

の参加で交流しました。

東葛地区国際交流協会

日本語ボランティアネ ッ トワーク会議

6月 8H(土 )野 田|lr役 所にて第6回 ネットワーク会

議が開催された。今年は野田、柏、松戸、流山、沼南、

鎌ケ谷 5市 1町の日本語ボランテイアの方々20余 名が

集い、各地の情報交換をした。「日本語を母語としな

い親と子どものための学校説明会 (仮称)」 の実行委

員会の呼びかけもあり、3時間以上にも及ぶ熱心なミ

ーティングとなった。

青少年 ワカタネ ロングステ イ実施 される

鎌ケ谷市の友好姉妹都市であるニュージーランド・

ワカタネ市の協力を得て25歳迄の青少年を4週間に渡

るホームスティで受け入れて貰う企画を立てた。企画

を発表 してから締切迄の時間は充分では無かったが、

多くの方の応募を受け最終 7名 の派遣を決定 した。当

初 5名 を予定していたが意欲的な応募が多 く、関係先

と交渉の L急遠 2名追加派遣となった。―行は、 7月

19日 に出発、8月 14回 帰国予定であるがこの間現地の

高校へ通ったり、市民との交流をする事となっており、

この滞在経験により英語力も身に付けi呈 しい国際人と

なって帰国する事であろう。大いなる成果が次号で幸R

告される事を期待 したい。
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: KIFA(鎌 ケ谷市国際交流協会)は 、市民 l
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お詫びと訂正

本誌第44写 の国別交流会「タイDAY」 の記

事中に誤りがありました。

タイの首都バンコクの正式名が「クルンテー

プ・マハナコーン…で始まるなが～い名前Jと

訂正します。また、「コープクンカー、コープク

ンクラップ=さ ようならJと あるのは、「ありが

とうJの 間違いでした。お詫びして訂正致しま

す。

■|■■‐|■ |1編1集 1後 1言計■‐||■■■
新人 5名 を加え 9人でスター トしましたこ

手づ くりの作業は不安で一杯ですが、こまかな原稿が一つに

まとまった時は私たちに大きな喜びを与えてくれます. (K)


