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第7回目に当たる国際理解セミナーが駐日ベトナ
ム社会主義共和国特命全権大便　ドァン・スアン・

フン氏を迎えて3月5日（木）18時半から船橋フェ

イスビル6階のきららホールに満員の参加者を集め

て開催された。

大便の講演に先立って、二人の在日ベトナム入学
生が日本語でショートスピーチを行ったが、日本の

発展の早さ、日本人の優しさ、寛大さに感服してい
るとユーモアを交えて語った。続いてベトナムの民

族楽器で一弦琴のような「タンパウ」の演奏があった。

大便は通訳を介してのベトナム語で話された。ま

ずベトナムについて；天然資源が少なく、天災の多

い日本の戦後の経済発展は素晴らしく、尊敬し手本

にしている。ベトナムもフランスや中国、アメリカ

などとの戦いを経験しながら1980年ごろから現在の

復興が始まり、その過程は日本と似ている。1日1ド
ルの生活だったこともあったが、1986年から2011年

の25年間でGDPは20倍になった。貧困率は60％か

ら現在は8％となった。月に1回程度帰国しているが、

その度に自国の変化に驚いている。

次に日本との関係について；外交関係は1973年か

ら続いているが、日本はベトナムへの最大の直接投

資国であり、今後も良好な関係を期待していると熱

く語られた。　　　　　　　　　　　広報委員　中川
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3月13日（金）に船橋市主催の多文化防災講座「地

域で進む多文化共生と災害時に備え普段からできるこ
と」に参加した。講師は多文化共生リソースセンター

東海代表理事の土井佳彦氏。船橋市から、危機管理課

小林氏が「避難所について」、国際交流協会片桐氏が「災

害時外国人支援グループ」について話された。受講者
は浦安・市原・鎌ヶ谷などからも来ていた。

講義はワークショップ形式で、各テーマを話し合
いながら行われた。最初のテーマが、6名の写真（孫

正義・和田アキ子・ダルビッシュ・猫ひろし他）で

「誰が外国人？」であった。正解は“国籍”で猫ひろ

し氏だけが外国人。こんなスタートだったので一気

に活発な意見交換の場となった。あとは「避難所で、
こんなときどうしますか？」という質問がなされ、ど

れも正解のない内容で、とっさの場合自分がどう判

断するかがテーマ。例えば「家族に連絡したいので

携帯を貸してH、「いびきがうるさいので注意してH

など言われた時どうしますか？というような内容。

出岳顔鞠濾胞鎚
協会ニュースは船橋市国際交流協会ホームページ（柏pノ／触．jp）でもご覧になれます。

YES，NOの他に多様な判断理由の発言があり参考に

なった。

最後に“自分のことを心配してくれる人がいれば

頑張れる”というコメントの紹介で講座は終了。

報道等によれば、昨今東海沖地震をはじめ、気候
変動等で想定外の大規模災害の発生が懸念される状
況とされるが、有事における市当局の防災方針に沿っ
て、我々協会側としても備えを行う必要が有ると感

じた。　　　　　　　　　　　　総務委員会　日野隆
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国際交流活動への社会ニーズはだんだんと変化してきています。外国人が住みやすい社会の実現

から、多文化共生社会の構築へと、より積極的目標の達成が求められるようになってきています。

こうした目標に対応するには「この町の国際化の方向」の認識が共有され、私たちがもっと世界を

知り「自分たちのアイデンティティに確信」を持つことが必要となるのではないでしょうか。

私たちの協会は、ご承知の通り8つの委員会で活動を進めています。それぞれの活動では、こう

した社会ニーズに向けて工夫を重ねています。今回は、文化交流委員会と国際理解セミナー委員会

の各委員長にその活動と目的について聞きました。

委員会　　今村委員長

国際理解セミナー委員会は、船橋市国際交流協会
の25周年を機に、船橋市民に対して世界の国々につ

いての理解をより深めてもらうために、各国大使館

にお願いし、その国のいろいろなことを紹介しても

らうイベントを平成24年よりスタートさせました。

定期的、継続的にこの種の事業を行うのは、全国的

にも極めて珍しいということで、外務省の後援をも

いただき、船橋市との共催で実施しています。今年

3月の開催で7回目となりました。おかげさまで毎回

会場が満員の盛況となっています。当委員会では、

毎回、参加された方にアンケート調査を実施し、調

査結果を企画に反映しています。

例えば、希望の多い国を次回以降の候補としたり、

その国の在日学生の日本語のスピーチや民族舞踊の

紹介などの新たな企画をも加えてきました。
一方、改善しなければならない課題もまだまだあ

ります。

当セミナーの聴講者の年齢層は、60歳以上の方が

70％、10代、20代の方が数パーセント、そして外国

人の聴講者はわずかとなっています。もっと若い人

たちや外国の人たちにも各国大使館の話を直接聞い

てもらいたいと願っています。

会員のご家族、市内の中高生、大学生、在日外国

人の方々などへの呼びかけの方法、セミナーのPRの

方法など、検討すべき課題が多々あります。

更に、当委員会活動に若い人たちや外国人の参加

を増やすことも大きな課題です。会員の皆様のお知

恵も拝借しながらこれらの課題に取り組んでいきま

す。

皆様には当委員会への参加、及びこれらの課題に

対する貴重なご意見などのご協力をいただければ大

変ありがたいです。宜しくお願いいたします。

これまでにセミナーを実施した国

インド、インドネシア、ブラジル、ミャンマー

ペナン共和国、デンマーク、ベトナムの7カ国

右の写真は

平成26年ペナン共和国ゾマホン全権大使によるセミナー

十十∵　∴・・、、、、、∴　∴〝宣

嘉規委員長

日本人の「常識」は必ずしも外国人の「常識」では

ありません。日本人同士でも「常識」の違いから争

いが起こることが多く見受けられます。生まれた国

も言葉も文化も違う外国人にはまして理解し難いも

のです。文化交流委員会は船橋在住外国人と国際交

流協会の協会員が文化交流を通して、お互いをよく

知り、よく理解し合い、思いやりを持つことで船橋

市が共に住みやすい町になることを目標にしていま

す。委員は約35名でその中には国際経験が豊富な委

員もおり、色々な角度から意見交換がなされ、豊富

なアイディアで活動内容を考案し、活発に活動をし

ています。

今年度の活動の柱は3つです。①外国人と日本人

が一緒になって楽しめるイベント　②日本人から外国

人へ日本文化を紹介するイベント③外国人から日本

人へ外国文化を紹介するイベントを実施します。①

はまず仲良くなること。②③はお互いの文化を知り

合うことです。

具体的には、それぞれの柱に対応して次の様なイ
ベントを企画中です。①5～6月頃にバス研修旅行②

折り紙教室（卦フィリピン料理教室など。

今後も今まで以上に多くの在住外国人と日本人、

そして若い世代が参加しやすいイベントを企画する

ことで、幅広い世代が共に触れ合える機会が増える

ようになれば良いと思います。「船橋に住んで良かっ

たり　と言われるように活動を続けていきます。

協会ニュースは船橋市国際交流協会ホームページ（http：／／RraJP）でもご覧になれます。
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私が履修している授業は、教科書が指定されてい

るほか、講師が身近な話や実際の事例を用いてくだ
きるので、留学生でも十分に理解できる内容でした。
ただクオーター制における授業内容の進行は速く感
じられ、もう少しじっくり学習したいと思っていま

す。ほかには、選択する授業にもよるのですが、一

般的にこちらの大学は日本の大学と比べて課題や出
席を重視し、テストの点数の比重は低いという印象
です。

授業やその復習、課題などの勉強をしていないと
きは、基本的に日本人以外と一緒に過ごしています。

東・東南アジア出身の学生とは英語のレベルが同程
度なので、ほぼ不自由なく会話をすることができま

すが、西・南アジア、また特に欧米出身の留学生と

の会話にはいまだに苦戦しています。彼ら彼女らの

英語のスピードがいくぶん速いほか、日本人、アジ
ア人として接点の少ない文化や歴史、社会システム
に関する話が始まると一苦労です。ただ、そうした

各国の習慣や教育システムといった日本で滅多に聞
くことのできない話は興味深くて面白いです。各国
の話を理解できた日、できなかった日、日本のこと

を満足に伝えられた日、そうでなかった日に一喜一

憂しつつも、ほぼ毎日彼ら彼女らと晩ご飯を共にし
ながら語りあっています。食事時間に友人達とそれ
ぞれの国のことについて聞き、話すことは、授業と

同等、もしくはそれ以上に学ぶことが多いです。

2015年1月　上村飛翔

脾臓～肋鮒～　d
2月9日（水）文化交流委員会主催で中央公民館実

習室にて台湾料理講習会を実施。32名（内外国人11
名、男性2名）の参加者があった。
講師は台湾出身、在日34年の宗さん。まずは生地

作りから。生地の材料のこね方、2時間の発酵、具
材の肉の味付けの仕方、野菜の切り方、混ぜ方、生

地の皮に具材を包み込

表攣攣　むまでを実演0
参加者は6班に分か

れ、生地を一枚ずつ丸
く伸ばす人、肉に味付
けする人、野菜を切る
人に分かれて準備。そ
の後全員で皮に具材を肉まん作り風景

包み込み、蒸し器へ。蒸し器をわかしている間、講

師テーブルで全員分のコーンスープ作り。卵を入れ
るタイミングを教わった後、各テーブルに戻り、肉

まんを蒸し上げた。

具を包み込む作業では苦戦していたが、出来ばえ
はともかく、12分蒸して出来上がると「おいしそうり、

「早く食べたいU　の声も。コーンスープと講師手作

りのあんまんと共に美味しくいただいた。

男性2名の内一人は中華料理の現役コックさん、
もう一人は料理教室に通う会員の方で、野菜の切り

方やこね方も手際よく、力強い味方となった。実習
中は終始にぎやかで、参加した中国、フィリピン、ミャ
ンマーの人達との交流も楽しんだ。

広報委員　塚原

〟■Eノミ∃・七一諸二二　°　　　y
1月17日（土）18日（日）、横須賀市での「学校体

育館で宿泊体験」に参加した。場所は、夏島小学校
（京急本線追浜駅から徒歩5分）である。毎年、夏は
船橋市、冬は横須賀市で行われる避難所宿泊体験は、
今年は天候に恵まれ、また、災害ボランティアネッ
トワークのボランティアの皆様の手際よい行事進行
によって楽しく参加できた。

主な講座内容として

「夏鳥小学校における防災の取り組みについて」
横須賀市立夏島小学校校長　小川義和先生
この小学校は、海抜3．4メートル、高台まで500メー

トルという所にあり、避難に時間がかかるため保護

者からの要望で避難階段を設置した。また、避難体
制として学校運営、救護・衛生、避難所の三つに分け、
避難所運営マニュアルを作成した。防災教育「お・か・
し・も」（おきない・かけない・しゃべらない・もど

らない）避難訓練を毎月行っているなどのお話をう

かがった。毎年各小学校では、校長先生を中心に学
校ごとの状況に合わせた災害への対応策がしっかり

褒弓詔書菩寵敵機講話
協会ニュースは船橋市国際交流協会ホームページ（http：／／flrajp）でもご覧になれます。

取られている。子供たちの大切な命を守るためにや
りすぎということはないと思う。

「震災時避難所での要援護者対応について」
横須賀市障碍者施策検討連絡会　防災ワーキング
浅羽　昭子氏
身体的な障碍（視覚、聴覚など）で情報の受発信

が容易ではないことがある。これは日本語が堪能で

ない外国人には、難しい日本語が理解しづらいのと

同じである。また、精神的な障碍により、配給など
の順番を待つことができない場合どのように対応す

るかなどは、文化や習慣の違いで並ぶことが日常に

無いなど、日本人が当たり前と思っていることが外

国人にとってはそうでない場合どのように伝え理解
してもらうかなどの支援の仕方が、外国人サポーター
の私たちにとっても、参考になる良いお話であった。

また、参加者からの感想として、「こういった避難宿

泊体験は大変良いと思う。もっと多くの人に体験し
てほしい」という意見があげられた。

災害時外国人サポーター　白川　恵

か㌣・こ∴率誓㌔ミ漣、∴㌍了・でザミ中‡す墓二き惑ま：・j



Did you hear－？
知ってた？

Japanese and Koreangirls are well－known

for glVlng SO muCh chocolate to so many men

On St．Valentine’s Day．InJapan，boys have to

be carefulifthe chocolategift meansガα刀meI，

Serious and honest，Or a互obligation or for

business relationship．Recently，Chocolate

COmPanies are doing even betterin their

Valentine business，and alot ofboys，aS Well

asgirls，are glVlng Chocolate to friends，Which

is called7bmochoco，friendship chocolate．You

don’t have to be surprised or worried when

you receive chocolate from whoever．However，

note thatsome are crazilyexpensive，andsome

people workone whole dayjustto reshape and

WrapapleCeOfchocolate．

バレンタインデーのチョコレートを、日本と

韓国の女性は、ずいぶんたくさんの男性に配る。
だから、日本でバレンタインチョコを受け取っ

たら、本命・真剣な真心・なのか、義理・義務的
なお礼や仕事の付き合いのため・なのか、用心

して見きわめるべきだ。このところ、チョコレー

ト会社のバレンタイン商戦が進化して、女の子だ

けでなく男の子も、トモチョコと言って、友だち

にチョコレートを贈るようになった。もはや、だ

れからチョコをもらっても、驚くことはないし、

心配もいらない。ただし、なかにはメチヤクチャ

高いチョコもあるし、まる一日かけて溶かして形

を変えたり包み直したりする人もいる。

「ようこそふなばし」の復刊について
休んでいました「ようこそふなばし」を却15年4月よ

り再開します。
日本語版、英語版、中国語版の3種類を年4回発行し

ます。皆さんは、国際交流協会のホームページ（htb〟
釦a血）から任意の言語の情報紙を無料でダウンロード

して読むことができます。ダウンロードは4月中旬を予

定しています。
当協会にあなたのeIndアドレスを登録いただきます

と、発行の度に、発行の情報を連絡します。e－ma立アド

レスだけの登録です。

登録は、次のアドレスに空メールを送って下さい。返
信メールが届いたら登録完了です。

返信メールに1週間ほどかかることがあります。登録
は無料です。

メールアドレス mai12＠点ra．jp

広報委員会ボランティア募集
国際交流協会・広報委員会ではボランティアを数

名募集しています。
年3回の協会ニュースと年4回の「ようこそふなば

し」の編集・発行が主要な活動になります。記事
企画、収集、編集、校正から発行まで一連の作業を

行います。いろんな活動に参加して記事を書いてい
ただくこともあります。

原則として、毎月第4水曜日にJR船橋駅近くの
フェイスビル5階で定例委員会を開いています。

学参加も歓迎します。
関心のある方はぜひお問い合わせください

問い合わせ先

船橋市国際交流協会（事務局）船橋市役所国際交流室内
TELO47－436－2083　FAX：047－436－2089

平成27年度総会を開催します
今年度の事業報告及び新年度の事業計画等を審議、決定するため下記

のとおり総会を開催します。なお、総会に付議する議案は、後日会員の
皆さんに送付いたします。

日　時　平成27年5月14日（木）午後2時30分から

会　場　商工会議所6Fホール（船橋市本町1丁目10－10）
懇親会　総会終了後同所において懇親会を開催します。

平成27年度の会費納入のお願い
協会の会費は、年度会費です。毎年4月から翌年3月までの1年間の

会費です。会費納入期限を平成27年4月25日とします。
同封の「払込取扱票」でお近くのゆうちょ銀行または千葉銀行へお振

り込みください。
＜年会費＞　個人　　　　　一口　　　1，000円

法人・団体　　一口　　10，000円
※二ロ以上の場合はお手数ですが通信欄に口数記入のご協力をお

願いします。
＜振込先＞　【壇蓬靂駆崩覆　口座番号記号　00170－7－57755

加入著名　　船橋市国際交流協会

口座名義人

口座番号　普通　3018415

船橋市国際交流協会 会長　田村　泰一

あとが書
息子の小学校で、10歳まで無

事育ったことに感謝して歩みを

振り返る、「1／2成人式」なる

ものが行われた。子どもたちの

個性あふれる発表に笑いあり涙

あり。どの子も家族だけではな

く、友だちや先生、関わる多く

の人々に育ててもらっているし、

つながっている。人が亡くなる

ということは、－1という単純

な算数では表せない。その人を

知る全ての人の心に、それぞれ

大きな穴を開けるのだ。和歌山

や川崎で小中学生を殺めた犯人

は、そんなことを露ほども考え

ず犯行に及んだのだろう。自分

自身にも同じようなつながりが

あることも知らずに育ったのか

もしれない。人はどこで曲がり

間違えるのだろう。

（S．F）


