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八千代市国際交流協会ニュース

[くりっピ一]

第 10回夏休みこども日本語教室に 

4ヶ国18人の子供が参加
 
2016年 8月26日(金).第 10回夏休みこども 日本語教室が八千代市

中央図汗館及び市民ギャラリーなどで開催されました。このイベン

トは， 日本語を母語としない子供が日本語と楽しく接することを目

的として，毎年夏休みに実施しているものです。今回の活動テーマ

は「多文化の絵本と本を探すJIシャボン玉ア ート 製作・シャボン

玉いっぱい作戦」。参加者は 4ヶ国 18人の小中学生とボランティア，

保護者なと."25人総勢43人。子供たちは色々な国の絵本を読んだほか.

市民ギャラリーでシャボン玉アートに挑戦し最後にプレーパークで

手作りのジャンボかるた取りを行い終了しました。(日本語指導ボラ

ンティア部会/長谷川安記子。 2ページかう 3ページに関連記事) 

v最後はお手伝いしてくださった東京成徳大学の皆さんと全員で記念、銀影
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AMIGOこども日本語教室

課題は村上団地以外に居住する子供たち 

2008年(平成20年)に開設されてか 59年目を迎

えるとの事業は，当初，毎週水曜日の午後 2時か54

時までの時間帯に聞かれるのは，県内でもまれなケー

スとして注目されましたが，現在は土曜日に変更して

います。子供たちの成長と笑顔を見ることが指導する

ボランティアにとり，何よりの喜びとなっているこの

事業，日本語指導ボランティア部会が行った事業の経

緯，取り組み方などについてご紹介します。 

- 契機は2007年開催の
サパイパル日本語講座かう

八千代市内には人口の 2パーセント超となる外国籍

居住者約4.300人がいます。生活に必要な日本語習得

のために. 1992年(平成 4年)市民ボラ ンテイアによ

る日本語教室が村上地区で初めて開設され，現在では

村上団地，八千代台， 高津団地，米本団地で 9教室が

展開，活動しています。 

2007年(平成 19年)に八千代市で実施された外国人の

子供たちのための「サパイパル日本語講座jを契機とし

て，外国人の最も多く住む村上団地に . 2008年.八千

代市と八千代市教育委員会，村土ー地区 5小・中学校で

協議の結果.iAMIGO(アミーゴ=友だち)こども

日本語教室jが開設され，八千代市国際交流協会日本

語指導ボランティア部会が運営しています。

当初.村上公民館で毎週水曜日午後に開催。 2010年 

4月から土曜日午前に変更し 村上安心安全福祉セン

ターに移転しました。 2012年(平成 24年)5月からは，

八千代市多文化交流センターに教室を移しています。

発足に当たっては，県内の日本語指導ボラ ンティアや

神田外語大学生など多くの方々の支援を得ながら，生

徒を数人単位のグループにして，指導法，教材なと企試

行錯誤を重ねながらの 日本語学習支援でした。 

- 講師は様々な職域か5 
2010年度か5は東京成徳大学が参加

当初，ブラジル， フィリピ ン，ペルーなど 8か国.

小・中学生のほかに既卒生など 36人と多くの生徒が出

入りしながらで，毎回 15人程度が参加しました。学習

者の中には，日本語による学習についていけないとか，

友だち関係がうまくし、かないなどから，不登校気味に

なったりする生徒がおりました。外国人の子供たちに

とっては，同じ悩みを持つ生徒が集まる教室 =居場所

であることと同時に，学習支援に役立つことで学校生 

A中央図書館職員の説明を受ける子供たち 

i舌を楽しく送れる ようになる ことが必要， と考えられ

ました。今では，毎年度数名の高校進学生が教室から

出るようになり，高校を卒業して社会人として活躍又

は大学へ進学するようになっています。

日本語指導ボラ ンティアには 子供や孫に勉強を見

てやっていた経験を活用する人 元小学校や高校の先

生.学習塾の講師，日本語指導ボラ ンテイア講座の受

講者，大学生，会社員など多様な人材が集まってきて

います。学習時間終了後にボランティ アが生徒の様子

を見て感じていること ，どのように指導して行くかな

と¥慣れない日本での学校生活の中で懸命に学習して

いる生徒たちの成長に向け，話し合いながら活動をし

ています。時間を延長しでも.快く会場を使用させて

もらえることで，教室運営が円滑に継続できていると

感謝しています。 

2010年度から東京成徳大学が地域社会との協働作業

として，この AMIGOこども日本語教室の活動に参

加するようになか世代の近い学生との触れ合いは受

講生にとって楽しい時間であると言えます。また，毎

年東京成徳大学祭に招かれ，多くの学生との触れ合い

は楽しい時間となっています。学生にとって初めての

外国人児童とのボランティア経験となる人も多く，将

来，多文化共生社会の推進で積極的に活躍していただ

ける人材になると，期待されます。 

- 東日本大地震の発生後は
日本生まれ，日本国籍を持つ子供が多数 
2011年 3月の東日本大地政発生後，村上団地の外国

人居住者の転出も影科してか，新規の来日者が減少す

る一方で， 日本生まれ又は日本国籍を持つ JS L児童 

(日本語を母語としない児童)が教室の大勢を占める

ようになっています。
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A学生さんわ、うシャボン玉作りを� A実際にシャボン玉を飛|ぎして
教えてもらう子供たち 遊びました

毎回十数名，開始時間の午前lO時ころに受講生たち

協会ニュース「くりつピー」第12号� (2016/12115)

私・か・ら・も・ー・言| 

ζのAMIGOζども日本語教室で実際に担当して

いるボランティアの方々の中か~人の方々にお話

しを伺いました。

nモには創をIf-lす姉妹l在、911 

を花べると，その� fやドアーの陰に隠れてしまう 二人。

後から米たボランティアに見つけられると人ー省-びしま

す。遊びが消むとドリルやプリントを出してn習を始

めます。中学生の教室は� 2階。ボランティアがミ々� h々

集まり.1011主に打ち合わせをしますc子供たちがそろっ� 

天気? 11出H?何I1?何JJたところで.1今日は何

は?Jでq:刊がスタートします。

-田仲泰子さん 机や倫子

は三々五々集まってきますoro
OJの学習から始まり.各自が持参してきた学校の宿

題，教科書，絵本などを使い，受講生一人にボランテイ

ア一人がついて日本語を使って学習しています。休み

¥11時間にはポール遊ひ¥縄跳びなどをして遊ひ 時半

からは絵本の読み聞かせ， トランフ¥ 日本の遊びなど

12を通し 楽しく日本語学習をしています。� 月にはク

リスマス会を保護者や，普段顔を出さない受誠生も参

加し，各人の演技を楽しんでいます。

2008 10て. 年 月から始まった村ー上北小学校「わくわく

J.2008 12クラス 年 月から始まった村上束中学校の日

2011 6本語教室. 年 月から始まった村上小学校の日本

2010 2語教室支援. 年 月から始まった村ヒ子供イン

ターナショナル・サミットを支援しておりますが，今

後の課題としては.村一上地区以外に居住する外国籍児

童・生徒に対する日本語教室の開設と.地域の学校と

の協働作業の推進による日本語習得活動の充実及び支

援ボランティアの確保による継続，発展が急務となっ

圃 今後の課題は?� 

AMIGOこども日本語教室開設に伴う展開とし

てきています。

なお，講師になられる方を募集しています。詳しく

は八千代市国際交流協会事務局� (TEL.047-752-0593/ 

火・木のみ)へお問い合わせください。是非，この機

会にあなたも応募してみませんか。ご応募をお待ちし

ております。(日本語指導ボランティア部会/鈴木正俊)

yj0 El01二� 曜日，天気0 ・関戸信雄さん/外riqに関わる� y.供が.� 114，0)学校で

円滑に学刊できる ---lIJJ となるよう.勾 Jf1I:~ Hに開催

しています。小学校.中学校の教科� il?をもとに|正Ig{t，

算数ドリルを使用しボランテイアが熱心に側別指導

をしています。lJiに� U--1，;の抑制・文化なども併せて教

えています。子供たちも点制に学び，学力lilj1-.‘は確実

に成果として去れています。将;.K.このr供たちが多

文化共生に此献する大人になることを来しみにしてい

ます。

・関山しすかさん/この地域に住んでお年。八千代市

にこのような素晴らしいボランティア活助があること

を知りませんでした。アミーゴの� f供たちと接してい

る内に.却の文化と日本の文化の中でうまく� v.iHIIを取

りながら. 1'1分を成長させているたくましさを感じま

す。 k~ 院で、人憾っこく lìíj liljきな� f供たちは.� 1旺にIIt坪

を比柑えているような討がします。そんな� f供たちの

今を子助けし応援しているアミーゴは，荘、も勉強させ

てもらっている場所です。

・飯生洋子さん〆1/'1114から中� 2で米� 11した� FAJc I1本
語はまったく話せませんでした。 毎週アミーゴに通い，

熱心に� H本'I奇や英語.数字を学び� 5教科受験でK尚

校に合倍。今秋.� N大学Jlll工学部に合絡しました。外

国籍のf供たちは� 1:):;1討でない� I1本語で教科の勉強を

分理解できていないため，1-します。多くは日本語が� 

勉強についていけません。� n本社会に適応できず.附

雌を抱えている� f供やり[lilに先i}る子供もいます。縁が

あって� 11本に米た子供たちが，少しでも楽しく日本で

生活できるよう学背面iから支援をするのが，私たちボ

ランティアの役十|ではないでしょうか。� 

v村上中央商庖街の夏祭りに参加した子供たち� V東京成徳大学の翠樟祭に参加した子供たち� vクリスマスパーティーも思い出に残るイベン卜です
守-.:ーヨF・・・ --'~' -. ・，唱圃h・幽圃邑・・...- r-
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新旧会長のごあいさつ
 

- 会長に就任して

会長小林公孝

この2016年4月24日に開催された総会において会長

に選任された小林公孝です。よろしくお願いします。� 

2006年，八千代市国際交流協会に入会，姉妹都市アメ

リカ合衆国テキサス汁|タイラー市には� 4回親善訪問団

のメンバーとして参加しましたO 現在はいろいろな国

際交流事業活動に参加しております。八千代市国際交

流協会は国際姉妹都市部会 日本語指導ボランティア

部会，語学ボランテイア部会，国際交流促進部会の� 4

部会で成りすーっており 各部会では自主的に多株な国

際交流や支援活動を行っています。

日本政府観光局によると訪日外国人観光客は2015年

の実績は2，000万人更に2020年のオリンピックの年

には4，000万人.� 2030年は6，000万人になると目標を引

き上げています。また，八千代市には約4.300人の外

国人が居住しており，� 21世紀の今.我々の周りには更

なる国際化の波が激しく押し寄せてきています。

八千代市国際交流協会としても国際化時代に向けて

市民参加による外国人との交流事業を活発に行いたい

と思っております。多くの市民が直按交流活動に参加

されることにより国|際感覚を長う貴重な機会になると

思っております。今後ともご指導.ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。� 

- 名誉会長に就任して

名誉会長周郷紀男

このたび，� 2016年度定時総会におきまして会長職を

退任し名誉会長に就任しました。� 1992年� 5月，アメ

リカ合衆国テキサス州タイラー市との姉妹都市提携に

より.� 1994年3月に八千代国際姉妹都市委員会が発足

し� 2006年� 1月に市内国際関係の� 4つの団体の合流に

より.八千代市国際交流協会を設立して以来，会長と

してその責務を果たすことができました。

タイラー市との交流やスポーツを通しての淘外交流，

在住外国人の方々への日本語指導や語学ボランテイア

活動など多彩な活動をやってこられたのは，関係各位

のご協力ご指導の賜物と心からお礼を申し上げます。

特に� 4年前，国際姉妹都市部会による高校生10人

のタイラー市訪問や，� 100人にも及ぶチアリーダーの

八千代市訪問なと¥若い人たちの交流が勢旬、を増す力

となっております。 両市の姉妹都市提携が文化・経済

等に大きく 寄与され， 一歩ずつ実を結び大きな花が|咲

くことを期待しております。

今後とも.小林新会長をリーダーとして新布陣によ

る活動と.様々な経験や知識を持った人たちがj~. ERし

合い.暮らしやすい社会を作るため.八千代市全体の

国際感覚の成長を期待しております。皆様のご多幸を

心からお祈りしごあいさ つといた します。

新役員が八千代市長，八千代市議会議長，
社会福祉協議会会長を訪問

新しい役員が2016年� 5月27日(金)，秋葉就一八千代

市長を訪問しました。訪問したのは，小林公孝会長，

江川典一副会長(日本語指導ボランテイア部会)，長

田茂副会長(語学ボランティア部会)，鈴木康彦副

会長(国際交流促進部会)，小川剛毅理事(国際姉妹

都市部会)の� 5人で，このほか八千代市議会の嵐芳隆

議長，八千代市社会福祉協議会の概井豊氏にもごあい

さつに伺いました。� 

v市長を囲んで記念撮影� 

. タイラー市かう記念晶� 

2016年� 5月下旬， タイラー市とタイラー姉妹都市委

員会の連名で名誉会長である周郷紀男氏に退任記念品

の盾が贈られてきました。� 2016年� 6月10日の理事会の� 

名誉会長にご出席をいただき，贈呈式を実施1;前に周知

いたしました。また2016年11月初旬， タイラー・ジュ

ニア・カレッジ(TJC)から，� 90周年記念誌が贈られ

てきました。その中には2015年10月14日から19EIまで

タイラー市を訪問した際の訪問団の集合写真が大きく

載っており，大変素晴らしい記念誌でした。

砕
い
た
だ
い
た
盾

....タイラー市かうの退任記念品
は小林会長か5周郷名営会長へ� 

~ 	TJ C90周年記念誌に掲載され
た親善訪問団� 
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八千代へょうこそ� lで成長した私が，卒業後す ぐにアメ リカ市民としての

役割をできるだけ果た していきたいと考えていますυ

市内の中学校では，現在6人の外国語指導助手� (A 

LT)が英語の指導をしています。9月に着任された� 

4人の新しい先生をご紹介します。

英語を教えるだけだけでなく
若者として成長する機会

シャティ力・クラークさん
(アメ リカ ・タ イラー市)� 

ALTは.キャリアを完壁に結びつけることができ

る仕事だと考えています。海外で教えること で自分の

文化を伝え， 他の文化を学ぶ機会を得ることができま

す。最も重要なことは， 家族 ・文化・教育の� 3つです。

他の文化や習慣を自分の考えに取り入れながら， 自分

たちの文化を守っていくことが大切だと思っていま

す。ALTとして，若い女性が派遣されることは， 英

語の授業だけでなく .若者の成長を助けることが出来

ます。生徒と豊富な関わりを通して，効果的に学び，

成長 していける雰囲気を作り出すモデルの役割を積槌

的に果たしてい きたいと考えています。

・ 今の目標は
生徒と心|こ残るつながりを持つこと

ローラ・テラモさん� 
(アメリカ・タイラ-rfn

大学の校訓は，グローパルの視点を身につけるこ

と，客観的に考える能力を高めるこ と，道徳的な人格

を達成すること，そして最も重要な ことはグ ローパル

シチズンになる準備をすることでした。豊かな美術と

伝統文化がある日本に大きな興味と魅力を感じてきま

した。日本に住み，日本の社会に入る機会を得ることは，

セントエドワードでの生活か らグローパルシチズンへ

の転機になるだろう と考えてい ます。八千代のALT

に参加する機会が与えられた今の 目標は，八千代市の

生徒と心に残るつながりを持つことです。タイラー市

JETへのALT申込理由は

教えることが好きだか5

クリスティン・プラットさん
(アメ リカ・ アリゾナ州) 

JET(外国青年招致事業)申込理由の一つは.教え

ることが好きだからです。生徒とのやりとりや「分か

った」と晴れやかな表情を見ることが一番のこ褒美。� 

3年前に美術教育マンガ「カム・ラウダ」の学位を習得。

美術を教えること は，英語を教えることと少し違いま

すが，原則は同 じ。何の内容でもどんな方法であっ て

も生徒の成功を目 指して働きます。実習最後の学期で，� 

6年生から� 8年生の生徒と触れ合う中学年を担当。毎

日が新しい冒険であり，生徒たちについて多く学び，

美術が得意と いう一面は，生徒を視覚的に助け，創造

的で新しい方法で情報を与える ことができ，手作 りの

ワークシート が作れる利点になると考えており ます。� 

- アメリ力に帰国した時
学んだことを伝えたい

メアリー・テイラーさん
(アメ リカ・ミ ネソタ州)

海外で教えたい理由は， 自分の教育技術を磨き ，困

を理解しても らい. 自分の経験から学び，アメ リカに

帰った時に 自分が学んだことを伝えたいからです。 海

外が日 本である理由は，す、っ と日本の文化に特別な興

味を持っていたからです。 日本の漫画を見てゲームで

遊びま した。日本で英文法や発音を教えることも楽 し

みですが，一番の楽 しみは生徒と話をすることです。

故郷やアメリカの文化についてなどお話ししてみたい

です。 その新 しい情報と生徒のこれまでの知識を結び

つけた感想を聞きたいのです。いつも� wm w1l1の関係

を感じられること，生徒と自分がお互いに学べ，そし

て生徒は，自分自身でつながりを作ることで少しだけ

勇気づけられるはずだと考えています。� 

'.支出28 dw
M
V平成 年度予算- -
凶

Hr 

概要は次のとおり

八千代市国際交流協会の平成28年

度予算が平成28年4月24日に行われ

た総会で決まりました。その概要は

次のとおりです。� 

eJI)Z入 単位 円

科 日 金1.rl 摘 官2 
1. μ司a~ 1. ノ7ナンヨナ舟デ 謝金� 140.000 出演 首 ・協力者説金� 

l.185.000 300.000 需要資� 150.000 ボス亨� -nJll作 ・事務制lHlなど� 

役務1't 10.000 イベン ト告知など� 

2 広報 l': fd~
一ド~íi~ー料� 

120.000 r.t、報紙� rcliPJ正IHIl11 
170.000 !)O.OI)I) H P~ilH'F ~ ;;' (料 

3 昨日会中 ~i r) 部会事業資� 715.000 凶 I~í姉妹都 市郎会 日本活指導 ボ� 

715.000 ラン テ ィア部会。1語学 ボラ ンテ イ

ア部会. 国際交流促進部会� タイ1

'1 
ラーす足並訪問ごす挑i隼糸務� 

2. .(J q)f~ 

.{

市!f.!'11. *~奇 i'l !'i5.000 lli務用品 ・会総IflJin長代� 

499.000 499.000 役lifl'l 55.000 会議通知・ 資制 送付・ Ht 日古代~"'i
備品fl 40.000 日目品

人件1'( 311.000 ')ri)JP.f4給句等

研修到� 10.000 liJl'修空会加資制助

川一 R一げえ1J旦ET金i'i 
10.000 千柴山;t.[!1際交流センタ ー間体会'lV 
18.000 

3 予備� 1'1 1 ニr-1mi1'1 予備i'Pi 19.000 
19.000 19.000 

ノ仁dh1 1.703.000 

額� 11 科� 

l 会代収入l 会'l'i収入� 54

金

3.∞o 

l 補助金2 補助金� l.LOO.000 

3 繰越金� l 繰越金� 59.736 

4 雑収入� 1. ~収入 264 

3hdEh ~ I・ 1.703.000 
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- 第4回日本語ボランティア活動の
説明会を7月2日に開催

今年も 201611.7月 2日(土)午後 1時30分から八千代

市多文化交流セ ンタ ーで日本語ボランティア活動の説

明会が行われました今回の活動希望者は，男性 2名.

女性  6名のほか事前に八千代市国|際交流協会に入会.

教宅訪問等を終えている男性希望者  1名を加え. 9名

となりました。講師の美川克子先生からは25年に及ぶ

八千代市での活動を踏まえ.各参加者のボランティア

活動の経験の有~と居住地域を確認しながら 「八千代

市の日本語教室の成り立ち」に続き 「教材，ボランテ イ

アとしての心構え」 を説明。 日 本語~.ランテイアは何

よりも根気が重要であり ，活動希望者は事前連絡の上.

自分に合う活動の場を見つけてほしい とのお話しがあ

り，和やかな雰囲気で説明会を終え ることができまし

た。(日本語指導ボランティア部会/江川典一) 

v熱心に説明に聞き入る皆さん

圃 第16回語学研修旅行 
ALTと秋の富士山・山中湖を楽しむ

今年は. 初めて一般公募の市民が11名参加し。 AL 

Tのダイアナさん. シャティカさん.ローラ さん

クリスティンさん， メアリー さんの 5名を含め.総勢 

30名で ， 10月 14 日(金 )~15 日 (土)に行いました。

訪問先は富士山五合目 .富岳風穴.忍野人海，山中

湖，横浜中華街でした。パスの車中は もとより， I上|中

湖のペンションでの ALTの英語スピーチ，その後の

懇談会等々，初参加の方も英語が不十分な方でもAL 

Tと大いに会話をされて， 初体験を楽しんでもらえた

ようです。翌 日は快晴となり，富士山を眺めながらの

山中湖での花の庭園散策となりました。 その後，中華

街での昼食と散策をし 海ほたる経由で八千代市に戻

りました。初参加の皆さまは普段はあまり使わない英

会話をされ，英語に親しむ良い経験にな ったと思いま

す。(語学ポランティア部会/喜田茂) 

V富士山を背景に記念慮影 

- 今年の八口ウィンは会場を変え
生涯学習プラザ多目的ホールで

「ノ、ロウインフェス タ2016Jが2016年10月22日(j二)八

千代市生涯学習プラサ、多目的ホールで開催されました。

「ハ ッピー・ ハロウイン!Jという元気なごあいさつ

で始まった今年のハロウインフェスタ。ディ ズニープ

リンセスやダースベーダー.スーパーマリオ ，他に も

可愛らしく楽しい仮装で、約40人の子供たちが集まって

くれました。 

ALTの 5名も仮装して仲間入り O ハロウィンの定

番ソング&ダ ンスやゲームで盛り上がりました。八千

代市国際交流協会の中でfノ、ロウィン」は.市民の皆さ

んとの触れ合いを通して，外国文化のr，mJ刊につながる

行事です。当 日，生涯学習プラザ多目的ホールに入っ

てみると.頭上にはカラフルな風船，壁面には手作り

の巨大モ ンスターが装飾 され.思わず笑顔になりまし

た。参加した子供たち，ご家族もそれを見て，始まる

前からワク ワク されたに違いあ りません。

会場装飾 ワー クショップのご協力をいただいた八

千代市市民ギャラリーの作田館長を はじめ，スタ ッフ

の皆さまには心より感謝申 し上げますJハロ ウィン J
は収穫を祝うお祭りですが，八千代市国際交流協会へ

の理解や認知もイベントを通じて大きく実らせたも の

です。(国際交流促進部会/花島美記) 

V参加した子供たちと ALTの皆さんで記念録影

第11回八千代インターナショナルデイ
八口ウィンをテーマに新趣向を楽しむ

第11回八千代インターナショナルデイが2016年 10月 

29日(土)フルルガーデン八千代 ・噴水広場で開催さ

れました。国際色豊かなプログラムは，八千代高校和

太鼓部鼓組の躍動感あふれる演奏で閉幕し，今夏関東

大会 7連覇を果たした実力を発揮し ました。在 日ブラ

ジル人によ るフ ァミリ ーバンドのアットホ ームな演

奏.5名のフルメンバーによるミッドナイ ト・ カウボー

イは魅力のカントリ ーサウ ンド，ラテン ・パ リエダは

若い 日本人女性が歌と楽器で力Hわり，ベルーの女性タ

ンサーとともに華やいだ演出を見せてくれました。 メ

ガ・ブルーバード英会話スクールによ るハロウィンパ

レードは、仮装した児童が}~f台から会場を周辺を一周

しました。市民ギャ ラリーとコラホ‘レーションした
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ジャックオランタンのキーホルダ一作りのワーク

ショップは.� 100名以上の参加者があり大盛況でした。

八千代高校の生徒さんには，会場設営から運営までお

手伝いを いただき ，また.東あられ本音� IHさんには今年

も協賛をいただき，本当にありがとうございました。

(語学ボランティア部会/瀬下和正)� 

vラテン・パリエダの演奏に合せ，踊りも登場

市民活動団体フェスティJ(Jレ2016
フルルガーデン八千代・噴水広場で開催

「市民活動団体フェスティ パル� 2016Jが2016年10月30

日(日)にフルルガーデン八干代・噴水広場前で開催さ

れました。これは.市内で活動している市民活動団体

が一堂に会して，市民との交流，市民活動団体聞の交

八千代市国際交流1.流を促進しようとするもの。今巨

協会としては.11月6日の日本語スピーチ大会，来年

度の姉妹都市タイラー市からの八千代市訪問があるた

め，これらをお知らせするためのもので，チラシなど

を配布して午後4時に終了しました。(匡|際交流促進部

会/鈴木康彦)� 

V皆さんと一緒に記念j最影� 

. 第10回八千代市日本語スピーチ大会

今年はコンパクトで質の高い大会に� 

2016年11月6日(日)に八千代市日本語スピーチ大会

が八千代市八千代台東南公共センターで開催されまし

た。このイベントは，地域に住む外国人の方が日本語

でスピーチをするものです。今年で10回目という記念

大会で，日本人と外国人を交えた参加者は48人とな り，

その中には国際交流を今後更に積み重ねていきたいと

いう日本人大学生もいました。

スピーチをした外国人は全部で8名。 今年は例年よ

りも参加者は少ないのですが，それぞれの滞日経験を

通じて感じたことを話し聴衆の心を震わせる人たち

もいて，大変盛り上がる会となりました。 また秋来市

長のあいさつの中で，姉妹都市事業などの国際交流と

ともに地域に居住する外1~I 人との国際交流・共生も重

要で，そのために外国人の方々が日本語を習得するこ

とへのサポートも大切だと品されていました。

八千代市国際交流協会会長賞は.中国から来たリュ

ウ・ヤナさんが姫得しその 日本語の流ちょうさに加

え，内容の素晴らしさに高い評価が与えられました。

スピーチ大会終了後は，参加者間の懇親会が行われ，

外国人と日本人，外国人同士， 日本人同士との会話や

ちょっとしたゲームで和気あいあいとした混同気の中

で，すべてを無事終了いたしました。(日本語指導ボラ

ンティア部会/藤江潔)

第9回英語で聞く講演会を開催

併せて一週間の講師作晶の展示等を実施

恒例の秋の行事は，今年初めての試みとして市民

ギャラリーで一週間 (2016年 11 月 25 日 ~12月 1 日)の展

示を行う中，週末の土曜日(1� 1月26日)に英語の講演，

日曜日� 01月27日)に壁掛け作りを体験するワーク

ショップを開催しました。参加者は老若男女，何れも

英語への関心が強い方々でした。展示作品市IJ作者及び

講師は，タイアナ・ペンパート ンさ んで，姉妹都市タ

イラー市出身のALTです。ご自身の専門分野である

芸術を視覚で楽しめる形で提供してくれたお陰で，講

演内容の理解を助けたという感想、が聞かれました。展

示会場内の説明文は，すべて平易な英文で紹介しであ

りました。講演会の質疑応答も活発でした。壁掛け作

りには親子での参加が多数あり，好きな色で創作を楽

しみました。ワークショップには他のALTのお手伝

いもあり，あちこちで英語が飛び交い，和やかな時間

でした。(語学ボランティア部会/柴田ひさ)� 

V講演するダイ� vテーマ� r1 nvestigating 1 dentityJで行われ
アナさん た講演会� 
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- タイラ一市親善訪問団受入実行委員会
第1回実行委員会を10月23日に開催

国際姉妹都市部会では.� 2016年10月23日(日)午後� 3

時から第� 9回タイラ一市親善訪問団受入実行委貝会の

第� 1回実行 委員会を開催いたしました。この日は.実

行委員長，副実行委員長，事務局長の� 7人で執行部会

を構成し.各部門の受入'jJ業案を作成し 実行委tl会

に諮ることが決まりました。執行部会のメンバーは，

実行委H長に小林公孝さん，副実行委員長に小川剛毅

さん， )黄田敬治さん. 野神良子 さん，小島圭二さん. 

II!巳野勝美さん.事務局長に三橋伸一郎さんが決まりま

した。タ イラ ー市側と実行委員会との事務的な窓口は.

第7回千葉県国際交流協会連絡協議会

今年は香取市で11月8日に開催

第7巨|千葉県国際交流協会連絡協議会は.� 2016年1]

月8日(火)午前10時から香取市の佐原街並み交流館で� 

際11ιの18開催されました。当日の参加者は，千葉県下

交流協会 ・団体から合計38名で した。八千代市国際交

流協会からは， 小林会長 小川珂I~]} . 野神理事の 3 名

が参加しました。

宇井香取市長あいさつの後，参加者は次の各分科会

に分かれ，コーデイネーターの下で発表と意見交換を

行いました。分科会は(1)協会の活動内容(特色ある活

動)について� ⑦2020年東京オリンピック・パラリン

タイラー市側がトニー・タダサさ ん，実行委員会側は ピック に向けての取り組み (互)協会と他団体との共生

小川剛毅さん，野神良子さんと決まりました。

役割分担の責任者は次のとおりです。IJ)パーティ部

門(歓迎パーテ ィア ・さよ ならパーティ� /小川剛毅さ

ん，イベン卜部門(日本文化の紹介・歴史的観光地訪問・

市民交流等/蹟田敬治さん，総務部門(ホテルの手配・

移動パスの手配・通訳等/野神良子さん，ホームビ ジッ

ト部門� (ホームビジット受入先の手配ほか/小島圭二

さん， 計部門(金銭管理及び会言卜 決算等/1嶋野勝美

さんO また国際推進班の皆さんもお手伝いしてくれる

ことになってい ます。(国際姉妹都市部会/小林公孝)� 

V来年度受入れをする実行委員の皆さん

畠;回さんは1995年に八千代国際姉妹都市委員会に入

会 し，その後1997年� 2000年� 2004年.� 2007年� 2010

年.2014年のタイラ ー親甚訪問団が八千代市を訪れた

際.受入実千J妥民会に参加しました。市長あいさつ，

会長あいさつの通訳及び親jG訪問目|の案内，通訳を実

施したほか� 2006年より 毎年実施している「イ ンタ ー

ナショナルデイ� Jの実行副委L"l長と して.2016年から

は実行委員長として活躍しています。このほか2008年

から一般市民向けの英語研修会の司会及び実行委員を

担、'iし� ALTの歓迎会時の通訳.ALTと市民の語

学研修旅行の実行委員長を歴任するなど.� ALTと日

本文化の理解と市民交流を深めました。� 2016年4月に

は. 当協会の副会長及び諸学ボランティア部会の部会

長になっています。

について ①災害時の外国人対応についてで，終了後，

まとめを各テーブルのコーディネーターが代表 して発

表を行いました。分科会の発表後， 会場を移し.6テー

ブルに分かれ，食事を取りながら各協会と交流を行い

ました。

参加団体は次のとおりです。千葉市国際交流協会，

市川市国際交流協会.船橋市国際交流協会，浦安市国

際交流協会.佐倉市国際交流基金，八千代市国際交流

協会，四街道市国際交流協会，習志野市国際交流協会白

木更津市国際交流協会，君津市国際交流協会， 富津市

国際交流協会. 袖ヶ浦市国際交流協会，匝瑳市国際交

流協会，印西市国際交流協会，流山市国際交流協会.

香取市国際交流協会，ちばコ ンベンションビューロー.

千葉県国際謀。(国際姉妹都市部会/小林公孝)� 

V皆さん熱心に意見交換をしました

ト ー…開(…2日間)
へお問い合わせください。会費は個人会員~円，

学生会員lIffi.II.l円.団体会員10.000円です。

今回のクリ ッピーは外|五|人の{-供
編集後記�  

lilJけの� IJ本語教集の特集でした。八

千代diill内に約4.300人の外[:i<1人が住んでいますが.� 

FI本はますます少� f化が進み.多くの外lq人労働力を'i

受け入れざるを得ないl時代になってくると込lいます。

今後は近隣の外[h1人との付き千円、方がますます抗盟に

なってくるでしょう� o カ協会員もこの点を十分に認識

しながら.未来のために.どのような八千代市を作っ

て行くかを考える必袋があると思っています。(語学ボ

ランティア部会/喜IH) 
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