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1月 19日 (日 )南部公民館 lFの多目的ホールにおいて、

KIFAと しては初めての試み「親 J4^で 英語に親しむ会J

が開催された。これは、本年度事業の大きな日標でもあ

った「地域のlr.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うJこ との

一環でもある。

この日は対象を幼稚ほ|・ 保育園の年長組から小学校 2

年生までの子どもたちに絞り、15組の親∫‐が参加し英会

話やゲームを楽しんだ。進行役の先生は、 J´^ど も教育に

は定評のある増田千佳さんとアネッテ植松さん。まず子

どもたちに、「おはようございま―すJと 呼びかける。

慣れない環境のせいか、子どもたちの反応は今ひとつ小

さい。千佳先生の「声が小さいよ―、もっと大きな声

で !Jにつられて、途端に子どもたちからの声が大きく

なった。それからはもう英語だけで充分である。

Hello! Good mOrning l lVhatis y()ur name?

rm chika. 、vhatis your name ?

ⅣIy name is 2へ nnette.  Nice to llleet you.

Nice to meet you too.

洒 リノ鱚θゴ  ∫

で興語日親しむ含無
次は「Nice to meet you songJで ある。

丸い輪の外傾1に はお母さんやお父さん、内側には子ど

もたち.お互いに向き合って二人で英語による会話が始

まった。ちょっと練習しただけなのにスムーズに会話が

進む。当日の子どもたちは 5歳児が13人、 4歳児と一年

生が一人ずつ。なんと言う順応性なのか。

外恨1の親がグルグル回つて会話の相手が変わっても問

題は生 じない。知らない父母との会話も順調だ。プログ

ラムが次々と進む。

I d like eggplants (茄 子).  lVhat would you like ?

I d like pizzas(ピ tド ).How abOut you?

ヽ
″
es, please.  No, thank you.

こんな会話も先生方の用意したパネルを見て、英語で

答えてしまう。子どもたちは数回の練習で皆覚えてしま

うのだ。

このあと、カルタゲーム、ハンカチ落とし等を楽 しみ

つつ愉快な 1日 が終わった。お母さんたちからは、「も

っと回数を増やしてJと の言葉がたくさん寄せられ、主

催者にも満足のいくこととなったのは嬉しい限りである。

元気いつぱい増田先生

親子で「Nice to meet you.」

アネッテ先生と一緒に
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κlFA Party Z00Z 攀や会に1開催

今年も多くの参カロ者が集い、楽しく在住外国人と交流
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11月 23日 (「L)勤労感謝の日、連体初日にもかかわらず

260余名が集い、会員、家族、友人や17ケ 国 (63名 )に 及

ぶ市内、近隣の外国人の方々も家族、友人らとともに参

加されました。出身国は、フイリピン・スリランカ・中国・

ベルー・イラン・ブラジル・U.S.A・ 台湾・シンガポール・タ

イ・韓国・カナダ・インドネシア・ガーナ・イギリス・バング

ラデイッシユ・オース トラリアなどです。

今年は若手二人による司会進行で、同本会長の「小さ

な国際親善我々の手でやってなよう !Jの スローガン紹

介とオープニングスピーチに続いて、清水市長より流暢

な語学力で英語、中国語を交えた歓迎の挨拶がなされま

した。続いて松澤市議会議長による乾杯と1合橋、松戸の

国際交流協会代表者の紹介と挨拶がありました。

6階エレベーター自tに 展示パネルコーナーを設け、日

ごろのKIFA活 動状況を来場者にPRす ると共に、会

場内には日本語講座コーナーをはじめイギリス・カナダ

・ミャンマーと、民族衣装を着用して説明に立つスリラ

ンカ・フイリピン・ペルーなど参加国出身者による「各

国コーナーJが設けられました。白国の紹介、民芸品、

各種物産の展示即売や ミャンマーコーナーでは展示され

た手]:芸 品の売上を全て「ミャンマーの学校と孤児院を

支援」する募金にあてるなどの PR活動も行われていま

した。

鶴咸

バーテイーでは、参加者同士の自己紹介から始まり、

日本人と外卜1人参加者がビユッフェスタイルで飲み物を

手にお互いに打ち解けて会話を弾ませていました。今回

のパーテイーでは初めて参加された人や、日本人や外国

人をとわず家族で参加される方が多く、子供さんたちの

姿も多くみられました.

ア トラクシヨンの部では、鎌ケ谷ニューボーイズのジ

ャズ演奏をはじめ日本舞踊、スリランカの民謡歌 H昌 、イ

ンドネシアのバリ舞踊、ベルーのケーナ演奏、イランの

トンバック演奏 (太鼓)な どが披露されました。毎年 lE

シ1と なったイラエアンダンスの輪に多くの参加者が舞台

に Lがって、激しく身体を動かしベルシャ音楽のリズム

とダンスに酔いしれました。

会場内では在住外卜1人 との楽 しい会話の中で互いの文

化や言語に触れ、身近な国際交流体験を通じて感激を新

たにしました。

楽しいパーテイーもあっという間に時がたち、全員で

英語と日本語による「上を向いて歩こう」の歌を合唱し、

最後に根岸交流部会長の中国語によるパーテイー参加ヘ

のお礼と閉会の挨拶が行なわれ、参加された方々は来年

の再会を約して会場を後にしました。

参加者の感想ではKIFAパ ーテイーが規模的にも適切

で、過ごしやす く暖かい雰囲気があり、最後までパーテ

ィーを楽 しむ事ができたと好評でした。

赤麟仁



KlFA烈機準

12月 8日 (日 )市総合福祉保健センタ

ー 6階 にて、「ロシア人に学ぶ小叫|の

作 り方Jと 題して、大宅壮一ノンフィ

クション賞を受賞された米原万里さん

の講演会が開催された。当日厳 しい寒

さにもかかわらず約160名が来場され、

熱心に耳を傾けた。

米原さんは1950年生まれ。 9才のときから5年間、ご

Ⅲj親の赴任先、チェコスロバキアのプラハでソビエ ト学

校に通われました。現在はロシア語同時通訳者、小説家

・エッセイストとして活躍されている。

講演では、何故ロシアに小咄が多いのかと言う背景を

説llBし ながらロシア語通訳の仕事をi二 じてその作 り方を

研究しはじめ,自 ら小咄作 りに取 り組んでいるとのお話。ノ

ムねはら まι)5里 話鵜会

『ロシア人に学ぶ小咄の作り方』

/1ヽ 口出を作るポイントは

≪聞き手が持つ “凝 り固まった"常識

と、その小咄の落ちが全 く予想もしな

い結果で、落差が大きければ大きい程、

面白さがある≫と、色々な夕1題 を引き

合いに出しながら終始笑いが絶えない

ユーモア溢れるお話が続きました。

質問タイムでは、ソビエ ト学校に通い始めたころ知っ

ていたロシア語は「スプートニクJだけ、というエピソード

や語学習得の秘訣などについても開くことができました。

大宅J十 一ノンフィクション賞受賞作の『嘘つきアーニ

ャの真っ赤な真実』はその頃を書かれています。講演会

の後は最近出版された「オリガ・モリソヴナの反語法」

のサイン会が行なわれました。

○笑いについて

フランスの喜劇作家モリエールのことばに、「人間

は愚か者であるJと あるが、愚かさを誰かが指摘す

る時、悲しみや怒 りで注意するより笑いで注意した

ほうが良い。笑わせて気づかせるほうが優 しい。

喜朦1の 本質は人を楽しませながら矯正する。それが

笑いの本質である。でも笑いを作るのは大変である。

笑いには2つ の方法がある。

小さいモノを大きく強調する 「ユーモア」と、

大きなモノを小さく貶める 「パロデイ」。

ユーモアとパロディはコインの裏表である。

○ロシアで花開く小咄

小咄は短い話で陛の中の本質を語る日承文学、著作権のない口伝え文学としてのジャンルは昔からあった。1917

年の10月 革命のロシア社会主義体制 ドでは自由な言論が封 じられ、公に本当のことが言えない社会となり、社会主

義の理想郷と現実とに落差が生 じる。その落差に笑いのもとがあった。

また小咄は面白くないと泡のように消え去るもの。伝わっていくうち、面白く変化し、編集し修正 して伝わる。

ロシア人から外国人に伝わる頃には、かなりの傑作作品になり笑いの打率の高い小咄になっていつた。

リブレジネフ書記長全盛時代の小咄をひとつり

共産党書記長のブレジネフが死んで勿論地獄におちた。

地獄の門香が「地獄に落ちると罰を受けてもらうこと

になっているが、どんな罰がよいか選んでください。さ

しあたり見学して決めてください」と言う。見渡すと

『スターリン』は釜茄ででもだえている。『レーニン』

は針の山で苦しんでいる。ブレジネフは震え ヒがる。次

によく見ると『フルシチョフ』がマリリンモンローと抱

き合っている。「あれがいい。僕はフルシチョフが受け

ている罰がいいJと言うブレジネフに、門番曰く「何を

言つているのですか、あれはマリリンモンローが受けて

いる罰ですよ」



1月 26日 、南部公民館にて KIFA I「 例の料理教室が、

42名 の参加で開催された。

メキシヨ料理のアレンウッドマンさん、イギリス料理

のジョンバー トンさん、ドイツ料理のアネッテ植松さん、

日本料理の山根知L子 さんらの指導のもとに、参加者が

熱心に取 り組んだ。

講師のきめこまやかな指導を楽しみながら約 2時間余

りで料理完成。色とりどりの料理ができてパーティーに

移 り、各匡|の料理を賞味 した。

Kl

パーティー会場で

中でも、イギリスのジョンバー トンさんのお母 さんか

ら送 られてきた手造 りのパイ4i地使用の ミー トパ イや、

ドイツ料理の、一ロサ イズのアップルバイ、短時間でで

きた胡瓜のビクルス、色鮮やかな和風サラダ等、どれ も

おい しくて′亡ヽのこもった料理が並んだ。

パーテ ィーの後、会員のリー ドで各国の歌 を合H昌 して

最後はアレンさんのサルサ (ラ テンダンス)で全員身体

を動かし汗ばむほどになって交流パーテ イーが終わった。

毎年楽 しみにしている人々も満足させて くれた。ジョンバートン先生と

国EIJ交流
イン ドの涙、アジアのルビー

国別交流の催しとして、「SRI LANKA DAYJが 2

月2日 (日 )午後 211寺から4時 まで「まなびぃプラザJで
開催された。スリランカの皆さん13名 と会員及び ‐般市

民の方を含めて40名 近 くの方が参加 しました。

今回はスリランカの文化の紹介をテーマに講師として

クマーラさんから、お国の紹介や文化などについて講演

を頂きました。クマーラさんは在日期間が 3年 4ケ 月ほ

どにしかなりませんが、大変流暢な日本語でご挨拶とス

リランカの文化などをお話しいただきました。

2月 4日 はスリランカの独立記念日にあたり、また今

年はスリランカと日本との国交樹立50周年にあたる記念

すべき年との話か

ら始まり、スリラ

ンカの国名 には

「光輝 く」の意味

があるとの由。国

の面積は日本の北

海道の80%ほ どの

広さであるとの説

明に、分かりやすく参加者も大きくうなずいていました。

続いてスリランカの産業や国の歴史、教育制度などの紹

『スI」ランカロΠY』
宝石のような美しい国スリランカ

介のほか、言語について公用語はシンハラ語、タミール

語、英語が使用され、民族的にも多いシンハラ語の「今

日は=ス バダワサ ックJ「 さようなら=サ ムガム」など

数種類の挨拶言葉や国旗の由来などお国の文化を紹介し

ていただきました。

会場にはスリラ

ンカの奥様による

手作 りの家庭料理

(パパラム=お つ

まみ、カ トレット

=コ ロッケ、ロー

ルス=チキンロー

ルなど)と セイロン紅茶、地酒が振舞われてテーブルご

とにスリランカの人たちと会話が弾み、楽しい卜1際交流

の場を持つことが出来ました。

催しの後半部分ではスリランカの皆さんによる「国歌J

の斉唱や、クマーラさんのリー ドでスリランカの民族音

楽に合わせて参加者の多くがダンスに加わり踊 りを楽し

みました。

講演するクマーラさん
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愉珍珍珍珍錮晰珍珍珍語学講座合同閉講式
2月 9日 (日 )、 市総合福祉保健センターにおいて2002

年度語学講座の合同閉講式が行なわれた。10カ 月に及ぶ

講座を終了した受講者約120名 が続々と集まった。セレ

モニーは英語 3ク ラスをはじめ、スペイン語、中国語、

日本語、フレンドリー英会話 (60歳 以上が対象)の 各講

師の講評と花束贈呈から始まった。また今年度、皆勤賞

は14人、過去最高となり女性は13人、男性は 1人のみι

やはり女性の方

が粘 り強いこと

を、この語学講

座でも証明した

ようである。

この後は、そ

オtぞオtの クラス

による発表会で

ある。一人ひとりが、この講座を通 じて習得 した外国語

を駆使 して様々なパフォーマンスを舞台の_Lで披露するc

英語 Bの ホテルにチェックインする時からの寸劇あり、

英語Cの黒装束の傘踊 りあり、場酌iに応じて衣装や小物

も事前に用意するなど準備万端整えての役者ぶりだ。

け       ,1)｀を讐なI臭1こ  耳ガT拝[奪鷲匁鷲ン涎彬腱鶉 :饂
鰤軋聟:撃ε5‐晰

‐
膨餘 卜を:慕『手。 きし[[iっ I11よず∫:夕需躇謬鰊や子

麒
⑬浴瞥夕

5

なサ珍珍〃け/////珍け/////珍珍〃珍〃

フレンドリーは「聖者の行進Jを 元気に歌い、中国語

は、中国語による笑話を演 じ、沖縄民謡の「花Jを 中国

語で披露した。

スペイン語は、男性は黒い帽子をかぶ り、女1生 はスカ

ーフを巻いて花柄の前掛けという全員がスペインの扮装

だ。なぜか皆が若々しい。みなが手を繋いで踊 り城壁を

守る仕草は楽しく、かわいかつた。英語Aの慣れぬ英会

話劇「まんじゅうこわいJに真尖1に取 り組む姿には大き

な感動をうけるものがあった。

締めくくりは日本語学習グループ。KIFAの ハッピ

を纏っての「恐竜音頭Jを 歌いながら舞う。歌詞を「交

流青頭Jに変えて各グループの間を練 り歩 く。軽快な音

頭と踊 りにつられて、会場全体が盆踊 リー色となった。

このようにし

て愉快な一日

が終わった。

来年度もぜひ

継 続 受 講 さ

れ、再会した

いものである。

削霰  毎年10月 下旬の日曜日に「ハロウインパーテイ」を
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磯薇

真曾[::[][I];il:[][llili::な顆
ド。店員さんに“Trick or Treat l"と言つてキヤンはな
ディをもらって歩きます。仮装 した少し異様 (?)な

磯蛉
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シンガポールは赤道直下に位置しています.

人口は約300万 人で、
「

|の 大きさは東京都の面積と同じ

で、東の端のチャンギから西の端のジュロンまで、卓で

走つても約50分 で着いてしまうほど小さい卜|です。

シンガポールには中国系、マレー系、インド系やほか

の人種がいつしよに住んでいます。

公用語は英語、中国語 (北京語 )、 マレー語、タミー

ル語になっています。

シンガポールの人はみんなで話すときは、人によって、

場所によっていろいろな言葉を自然に使っていますGた

とえば、私は中国系ですが、外で友達と話すときは,お

もに英語で話 します。

相手が英語がわからないときには中国語 (北京語)を 話

します。

家ではなんなで福建語を話 します。そのほかにマレー語

や、広東語の単語も使います。

主人と結婚 してからは日本語も混ざってきてしまいまし

た。

シンガポールは土地が少ないので、多 くの人はHDB
という高層アパー トに住んでいます。

この HDBは地階にコービテイアムという喫茶店兼食堂

があって、近所の人がコーヒーを飲んだり、食事をした

りします。また、簡単なヌードルショップや海鮮料理屋

も並んでいていろいろなものが食べられます。

女の人は結婚 してからもlrtく のが普i三 ですので、夜こ

のコービテイアムで食事を済ます家もたくさんあります。

私も結婚前まで家で料理を作ることはありませんでした。

日本に来てから毎日作らなければならないので大変で

す。日本の奥さんはえらいと思います。

K,I・

張 ロザリンさん

マ レー半島南部

シンガポール

最後にシンガポールの PRを します。

シンガポールはいつ も温かい し、街 もきれいです。

観光で 日本の人もた くさん来ますが、少 しゆっくり滞在

すると中国文化、マ レー文化、イン ド文化、イギリス文

化などが体験できます。

もし皆 さんがシンガポールに行かれる時には、ゆっく

リスケジュールをとって楽 しんで ください。

(ロ ザ リンさんは2001年

5月 より、 日本語講座に

通っていました。

今年 1月 ご主人の仕事

でJヒ 京に移 りました。)

シンガポールの象徴

マーライオン
田中 。ロザリン夫妻



キフ,|プ|ラ お待ちしていま|す

鈴木 浩 (初富在住 )

私は1999年 4月から2001年 4月 まで 2年間、JICAの
シエア海外ボランティアでイン ドネシアのソロに行つていました。

イン
ー
ドーネシーアの1空|の1下

=で
‐

仕事 :

インドネシアで 2年 間コンピュータのメンテナンスの

指導に当たりました。行った先はソロという街の障害者

向けの職業訓1練学校でした。下肢に障害を持ち、車椅予

や松葉杖を使っている人たちに技術を習得させ、社会で

自立 してもらおうという所です。

「 メンテナンスの指導 Jな どと言っていますが、実態

は トラブルの解決で した。問題は山積 していました。

Windowsが起動 しない、モニターが次々とだめになる、

4台あるプリンタの内 2台 は使えない等々枚挙にいとま

がありません。現地の担当者は、私が行 く前に業者を呼

んで、それなりのことをやっていましたが結果はよけい

にひどいことになっていまし

た。やみ くもに部Лlを はず し

た りして しまったため、何 も

しない場合より、後の対応が

厄介になっていたのです。 イ

ンドネシアでは、英語はほと

んど通用 しません。インドネ

シア語 しか通 じない陛界です。

1年後には当面抱えた問題は、

解決で きました。

2年 日には、教科書問題に

取 り組みました。教科書が余 機瘍骰m2‐m鰤熙′疵麺魏塁饉

りに古い。例えば、DOS版の WordStarな どが使われて

いました。WOrdや Excelの教科書はない。これではま

ともな授業はできない。幸い教室にはLANが構築され

ていましたので授業に必要な分だけを電 」'テ キス トとし

て作成し、LANで配信することを提案しました。見本と

して英語版の WOrdと Excelの テキストを私自身が書き、

他の科目についてもFpl様 にして作成するようにと申し渡

しておきました。さほど肩に力をいれず、気楽にすごし

た 2年間でした。

カウンターパー ト 日本語で言えば、「対Lさする人」と

いうことで、私たちの相手をしてくれる人のことです。

「Mr ワルヨ」と「Ms スランティ」の 2人でした。

国立リハビリセンター・本館 この建物の 2階に私たち

の居室がありました。立っている像は、創設者のスハルソ

博十です。国立リハビリセンター・通用門からの風景、施設

はかなり広く、立派な建物でした。しかし内情は、火の車で、

電子科にはオシロスコープ l台すらもない状態でした。

気候 :

ひどく暑い|工 |と いう自l象 をもたれるかもしれません。

暑いことは確かですが、日本の真夏ほど暑 くはありませ

ん.せいぜい32℃ くらいまでです。赤道直下のインドネ

シアでは、年中署いかわりに、極端に暑 くなることはあ

りません。これに対 して赤道からちょっと外れたあたり

は、めちゃくちゃな暑さに襲われるのです。

インドネシアには、PЧ 季はありません。乾季と雨季の

二季があります。 4月 -9月 が乾季で、10月 -3月 が雨

季です。雨季は日本の梅雨とはまったく違います。朝は

ほとんど日青れています。昼をi旦 ぎたころから、空がにわ

かにかき曇 り、上砂降りの雨になります。雨は 3時間く

らいで、あが ります。 しとし

とと降 り続 くことはあ りませ

ん。

食物 :

量は豊富です。物によりま

すが、値段はかなり安 く、こ

んな値段で売って作っている

人は生活できるのだろうか と思 うほどです。安いときに

は トマ トはキロ20円 くらいです。小さなもので15個 くら

いあ ります。1個が 2円以 卜
‐
です。スイカは比較的高 く、

種無 しの上物で 1個 200円 くらいです。メロンは 1個 100

円 くらいです。

鶏肉は結構いいものがあります。日本の物より、ずっ

とうまいと思います。日本で鶏肉を「国産」と偽って売

つて問題になっていましたが、お笑いです。日本の鶏肉

ほどまずいものはなく、わざわざまずいことを宣伝 して

いるようなものです。

エビは安 くはありませんが、いいものがあります。イ

ンドネシアはエビの輸出国です。それ以外の魚類は、う

まいとは言えません。これは気温の高いことと関係 して

いそうです。魚が脂肪を蓄えるのは、寒さに備えてのこ

となので、寒 くならないインドネシア付近の魚は、脂肪

を蓄えないのでしょうc味がばさぱさしています。
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平成 15年度総会

5月 18日 (日 )

鎌ケ谷市総合福祉保健

センター 6階大会議室

時間 未定

語学講座含同開講式

5月 25日 (日 )

鎌ケ谷市総合福祉保健

センター 6階大会議霊

H寺 間、内容は検討中

日本語ボランテイア養成講座

5月 17日 (上 )よ り全12回

「みんなの日本語初級Ⅱ」

昨年の「みんなの日本語初級 IJに 引き続き

今年度は「ⅡJを 開催。

1乃 1測士
日本語ボランティア

校外学習

10月 27日  23名参加

日本語講座では、日本語を

学んでいる外国の方々とバ

スで野田、関宿方面へでか

けました。

野田しようゆ館、清水公園、

関宿城をたずね、しょうゆ

の町と歴史を学び、レクリ

エーション、バーベキュー

と盛 りだくさんの一口をす

ごしました。

研修会 11月 17日  他市 9名含む31名参加

鶴尾能子先生から「みんなの日本語初級 IJの 14課の「ちょ

っと待ってくださいJ「今、電話をかけていますJな どの形

のつくりかたをたくさんの例文から理解する方法を学習

しました。

外国人講師ボランティア

集  い 12月 9日  9名参加

市役所にて3ケ 国の外国の方をまじえ有意義で本音のき

ける話 し合いになりました。

派  遣 10月 22日  南部小 5ケ II1 6名 (韓国、フイリ

ピン、オース トラリア、U.S.A、 インドネシア)

3年生バ、れあい交流会 各国のあそび

10月 24日  北部公民館  5ケ 国 5名 (ドイツ、ペルー、ブラ

ジル、タイ、韓国)

タウンセミナー(外卜1人 と文化や生活習慣の違いをはなし

ましょう)

11月 5、 19、 29日  中部小 フイリピン3名

フイリピンの歌、遊び、踊 り

ll月 25日 鎌ケ谷高校 韓国

韓国の食文化を学ぶ (キ ムチ作 り実習 )

12月 13日  さくら幼稚園 オース トラ ]リ ア

クリスマス会 (サ ンタクロースになる)

通訳ボランティア

会  議 2月 1日  11名 参力Π まなびぃプラザ

普段は個々に活動 しているボランティアの年 1回 の集ま

りです。前向きなご意見をたくさんいただきました。

現在36名 が登録し、7ケ 国語に対応 (英語、中国語、韓国

語、スペイン語、ポル トガル語、タイ語、ポーランド語)。

2003年度 K!FA事業

実行委員会の委員募集について

各委員会3名ずつの実行委員を会員の皆様より募集いた

します。委員会の開催日程は実行委員会メンバーによって

決定します。

①青少年ロングステイ派遣…高校生、大学生を夏休みに姉

妹都市ワカタネに派遣企画する委員会

②成人派遣…ワカタネにできる日本庭園見学を含む姉妹

都市への派遣企画する委員会

③夏まつり…8月 23日 (土 )の 市民夏まつりでKIFAの ブ

ースの企画・運営のための委員会

我こそはと思われる方は3月 20日 までに事務局へごi二絡

ください。(新鮮でユニークなアイデイアを求めています)

ホームベージ勉強会

交流部のかたがたによるパソコンの基礎操作から学べる

勉強会が開かれています。

11月 3日 、12月 1日 とまなびいプラザの設備を利用して

①初歩的なパソコン操作

②ホームページ基礎(HTML言語)

③簡単なホームページ作成実習
のグループ別に 4、 5人ずつがそれぞれ学んでいます。

3月 以降もありますので、広報委員までおたずねくださ

い。

ノー トパソコンの購入

1月 、 待望の会員が使えるノートパソコンが事務局には

いりました、部会の会議録、各種ちらし、ポスター作成

など手軽につくれると期待されています。

編・集・後 `記
KIFA Plaza 第47号 をお届けします。本年度はKIFA
広報紙の編集。発行にも新しい試み (原 稿作成の電子化)を

取 り入れ、発行までの工程短縮を図ることが出来ました。

来年度は更に工夫を重ね、皆さんに喜んでもらえる紙面作

りに取 り糸H_み ます。(S.K)

高橋 康夫氏 1月 5日 ご逝去

元KIFA交流部会員・コリア研究会主宇

高野 陣之氏  1月 22日 ご逝去

KIFA理事 (鎌 ケ谷市小中学校校長会)

鎌ケ谷中学校校長
′しヽよりご冥福をお祈 りいたします。


