
vjk千代市国際交流協会二ユース

[くりっピー]

姉妹都市提携20周年で

タイラー市を訪問
姉妹都市提携20周年を記念し八千代市から周郷紀男会長を

団長とする親善訪問団44名が平成24年10月17日から 22日までタ

イラー市を訪問しました。 20周年記念式典やレセプションのほ

か，第79回ローズクイーン戴冠式見学やパレードに参加するな

ど友好親善を深めました。名誉団長の豊田俊郎市長をはじめ，

市議会議長，副議長，議員 2名が参加され，更に今回は若い世

代にも姉妹都市交流を知ってもらおうと高校生10名が参加しま

した。高校生たちは，グレースコミュニティ高校訪問やホーム

ステイなどで友好を深めていたようです。 

V最初に八千代市へ来訪された故ジ‘ョージ-ハム氏が学長をしていたテキサス大学タイラー校で記念撮影 
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SISTER CITY 
一一一一姉妹都市提携20周年記念を迎� えて 訪問を終えて

一一一一一

タイラー市親善訪問団

一一一一一一一一一一一一一一一一 団長 周 姐1市己 男

一一一一一一一一一一一一一一一新しい姉妹都市交流 カミスタート
早いもので今は亡き仲村和平市長とスミス ・レイノ

一一一一一一一一一一一一一一 ルズ・シ、ユニア市長が姉妹都市提燐に調印 してから20

一一一一一一一一一一一一一一一
今回は，姉妹都市提携20周年記念式典への参加や
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年が過ぎました。 ご努力いただきました関係者の皆様

ローズフェスティ)¥ルの見学などでタイラー市を訪問 方に心から感謝申し上げるしだいでございます。

一一一一一一一一一一一一一一 今回の訪問団は高校生が10名も参加し 国際交流協

一一一一一一一一一一一一一一した親善訪問団の様子を紹介します。高校生10名の
会と しては高校生に研修を受けていただくなど， 万全

感想は4ページと5ページに掲載しであります。� 
の準備を整えて きました。今回の訪問に際しては， タ

一一一一一一一一一一一一一一一 イラー姉妹都市委員会のパット ・ジョーンズ会長をは

じめ，多 くの理事の方々にお世話になり，本当にあり20年間の思い出の写真がスクリーンに
がとうございました。今回初めて高校生の訪問が実現

10月17日(水) 12:05 

08・45

15:00 

16:00 

19・55

成田~港発 

ダラス・フオート ワース空iJ.t着� 

テキサスレンジャースの本拠地
アーリントン球場を見学� 

専用パスでタイラーdiへ� 

ホテル治(18:30ノタイ ラー市で夕食)� 

10月18日(木)� 09・05

11:20 

14目10

18:35 

タイラー市役所表敬訪問� 

テキサス大学タイラ一校者� 

ヘルスサイエンスセンタ一見学� 

姉妹都市交流20周年記念式典及び
レセプシ ョン� 

10月19日(金) 08:45 

10:15 

10:45 

11:30 

グレース・コミ ュニティ 高校活� 

日本廃品l着(大人のみ)� 

タイラ一美術館見学(大人のみ)� 

T] C着� (12:10/高校左下着)

13:00 プラネタ リウム見学� 

15:45 高校生ホームステイに出発� 

17:00 カクテルパーティー(大人のみ)� 

18:50 ローズク イーン戴冠式見学� 

10月20日(士)� 08:30 ローズフェスティパルパレード見学� 

12:35 消防署デモンストレーション見学� 

13:00 クイーンズティー比学� 

17:10 ノfーベキューパーティー� 

したことにより.� T JC の学長さんから奨学金2名の

一一一一一一一一一一一一一一一一一 お話があり， 若い閉の姉妹都市交流に明るい希望が持

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ダラス・ フオ ー トワース空港では， タイ ラー姉妹都
てるようになりました。どうか会員の皆様におかれま

市委員会で理事をしている トニー-只左さんが迎え に
しては.次回タイラー市からの受入準備と共に両市民 ー

来ており，専用パスで午後 4時ごろタイラ ー市に向け ....前回八千代市訪問の際，さよなうパーティーでダンスを披露

一一一一一一一一一一一一一一 の友好が更に発展する ようご協力をお願い申し上げ，
て出発 し 夕方.タ イラー市に着きま した。� されたマッカラーご夫妻の素晴らしいお庭で記念撮影

企� 2010年8月16日に亡くな5れたカズ工・ジョンソンさん
2日目 は，表敬訪問と記念式典参加のため午前� 8時� し，ご冥福をお祈 りしました。 の業績を称え記念植樹

30分に専用パスでタイラ ー市役所へ。到着後，パッ ト・ テキサス大学タイラ ー校に着いたのは午前11時20分

ごあいさつといたします。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一

全員が懐かしがっていたよう です。この後， 八千代市 時ごろ からタイラ ー湖の近くにある 別荘でバーベ

ジョー ンズ会長とパーパラ・パス市長のあいさつがあ

り，また在ヒュース トン総領事館の山本条太総領事か

らのメッ セージが読み上げられま した。八千代市を代

表 して今回名誉団長をお願い した豊田市長から20周年

記念のあいさつがあり， 高校生を代表して今泉若菜さ

んから 「訪問が実現 して大変興奮 してい ます。滞在は

短いですが，できるだけ多くの人とお話 しが したい し

アメリカの文化 を知り， 私たちの英語が良くなればと

思っ てい ます」と スピーチがあり ました。

この後周郷紀男会長からあい さつがあ り，記念品の

交換や八千代市国際交流協会からタイラ ー市に20周年

記念の盾を贈りました。会場を移し，今は亡きカズエ・

ジョンソンさんの業績を称え， モ ミジの木を記念植樹

日 程

で，ランJチの後学内を見学 し 八千代市に来られる外

国語指導助手とお会いしたほか，高校生の皆 さんは大

学生との交流を深めていま した。午後� 1時45分専用パ

スに乗り，同大学のヘルス ・サイエ ンス・センターへ。

ここでは最新医療の説明がされ，台風が来たとき避難

するシェルタ ーを見せていただきました。午後4時30

分にホテルに着 き， レセプシ ョンの開始ま で、小休止と

なりま した。 午後� 6時30分ごろからいよいよ姉妹都市

提携20周年記念 レセプション。パッ ト・ ジョー ンズ会

長が司会をさ れ， タイラ ー・ ジュニア・ カレッジのマ

イケル・メトク 学長があいさつをされ， 来年� 3月訪日

予定のチアリーダーの 「アパ ッチベルズ」 を紹介。ま

たスク リーン にこれまでの写真が写し出 され， 出席者

表� 

10月21日(日)� ホームピジァ トに参加 (大人のみ)。 摂i
校生は別行動� 

1l:00 

18:∞さよならパーティ ー� 

10月22日(月) 朝 専用車にて空港へ。IJ』校生l主婦路へ。大
人たちはサンデイエゴ(ミッドウェイ博
物館見学等)へ

国際交流協会が制作した� 120年の歩み」のアルバム� 8

冊が贈呈されました。タ イラー市長，八千代市長のあ

いさつの後，高校生の入江魁万 さんからのあいさつが

ありました。周郷会長からあいさつの後，ベテイ ・パ

ウア一元会長と周郷会長が対談形式で思い出話を語っ

ていただきました。最後にへン リー・ ベル元会長の祝

杯の音頭で，このレセプショ ンを終えるこ とができま

した。

高校生， グレース・� C高校を訪問� 

3日目，高校生は午前中別行動。午前� 8時45分にグ

レ ース・コミュニティ高校 ( 9 学年 ~12学年)を訪問

し歴史，数学， 英語等の授業に参加しま した。 また，

地元新聞社の記者から同行したボランテ ィア通訳の多

国久尚さんに対し.高校生の選抜方法等について取材

があり ました。高校生はグレース・コミュ ニティ高校

対ゴーマン高校のフッ トボール試合を観戦 し この 日

の夜は，ホームステイ先でホス トファミリ ーと一緒に

過ごしました。大人たちは，専用パスで午後 4時45分

にホテルを出発し午後5時から� 1時間半，マッカラ ー

さんの家でカ クテルパーティーに参加 しました。この

後， ローズクイー ンの戴冠式が午後� 6時50分から始ま

り，その素晴ら しさに参加者一同十分満足していた よ

うです。� 

4日日 ，午前中はローズフ ェスティバルのパレード

と午後はパラ園で、行われたクイ ー ンズティ ー。午後� 5

キュ ー・パーティーが開催されました。ウエスタン

ショ ーやカ ントリー・ ミュージッ ク，タップダンスな

どを見ながら楽しい夜を過ごしました。� 

5日目は 9組に別れてホームピジット� 午後 6時かO

らウイロー・ ブルック・ カン トリー クラブでさよなら

パーティ ーが開催されました。訪問団全員で 「ふるさ

とJ 1上 を向いて歩こう」などを歌い，みんなで 「炭

坑節」を踊り交流を深めま した。高校生の横川舞夏さ

んが感謝とお礼を述べ，これから始まる新 しい姉妹都

市交流に期待を寄せていました。訪問を終えて豊田市

長から 「将来を担う若い世代が，これまで育んだ岡市

の友好の粋を一層強固なものとし，更にその経験を通

じて世界へ大きくはばたいてくれるものと信じていま

す」 との感想をいただき ました。 (三橋伸一郎) 

vさよならパーティーのときみんなで「炭坑節jを踊りました

http:2012.12.15
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-相手を理解する姿勢が大切 -この経験を次のステップへ

私が一番思い出に残っていることは，

して思ったことは，国際交流で大切な

私が今回の高校生派遣訪問団に参加

やはり人との関わりで、す。短い期間だ、っ

のは積極的に相手のことを理解しよう たけどお世話になった添乗員や職員の
和多国桃 横川舞夏

とする姿勢だと思いました。うまく英
津田沼高校

方，ステイ先の家族， 学校訪問で、会っ
成田国際高校

語が伝わらない時もあきらめず頑張っ� 2年 た友だちゃ行く先々で、出会った人たち。� 1年

て伝わった時は，とてもうれしかったです。これから そして一緒に過ごしたみんなに感謝すると共に何を学

はもっと英語を勉強し 国を超えて様々な人と気持ち び，感じ，思ったのかそれぞれの思い出を忘れずにこ

を伝え合えるように積極的に交流をしたいと思います。 の経験を次のステッブとして役立てていきたいです。

-みんなに良い刺激を -自分や日本を見つめ直したい-自分が大きく成長 -悔い残5ぬよう役目を

一番印象に残ったことは，グレース・アメリカへの渡航は今回が初めてで 私は今まで一度も外国へ行ったことテキサスの人は皆優しく温かく私た

コミュニティ高校のキリスト教の授業はありませんでした。最初は知らないちを迎えてくれ，幸せな思い出ばかり� 
E主主 唱� E 宅二'

はなく，二度目でした。実は去年，英

です。けれど同時に感謝の気持ちを伝 です。聖書の朗読を聞き，歌を歌い，語学習と称し行ったばかりでした。し ことも多く，自分の英語にも自信がな言与?・� ...AI1長.. 

えきれないことに苦痛を戚じ もっと 今泉若菜一' 八千代松陰高校
英語を話し使いこなしたいという気持� 3年

ちがあふれできました。私はこの� 1週間で自分が大きく成

長したことを身にしみて感じることができたので，今後も

多くの高校生がこの交流に携われたらいいなと思います。

-人間としてひとまわり成長

八千代市内の高校生代表として，こ

の派遣に参加したことで，人間として

ひとまわり成長することができたと思
入江魁万

います。外国の良い点ゃそうでない点
千葉英和高校

を知り，その吸収してきた良い点を生� 3年

かしていければいいなと思っています。今後の八千代

市だけでなく， 日本の国際関係の形成につなげていき

たいと思っています。

かし英語が全く話せず¥悔しい思い
大空未弥
津田沼高校

を残していたので，これは良い機会だ� 2年

と思い応募し参加させて頂きました。八千代市の高

校生代表としての自覚を持ち，悔いの残らないよう役

目を果たしてきました。参加できて良かったです。

-後悔したこともいくつか

私はこの派遣に参加することができて

とっても良かったです。人生が変わった

と思います。楽しかったことは数えきれ

ないほどありましたが，後悔したことも 白鳥友風
昭和学院

いくつかあります。それは もっともっ 秀英高校2年

と英語で会話をしておけば良かったなと言 うこととか，

時差ボケにやられてしまったことです。時差ボケをなめ

ていた自分がばかでした。「時差ボケに効く薬はない」。

ラー市を訪問

1991年12月� 平成3年第4固定例 Ili議会に姉妹都市協定の締結20年のあゆみ� 
案をよ程

1991年12月� 同議会において全会一致で姉妹都市協定の締結案

かったので本当にアメリカに行っても
武村智花
成田国際高校

大丈夫なのか不安でした。しかし年

緒に行った高校生のみんなに良い刺激をもらい，積極的

に話しかけてくれたタイラー市のみなさんとも仲良く

なることができました。とても良い経験になりました。

-最高の思い出に

今回，私は初めての海外でした。だ

から言葉は通じるのかとか食べ物は口

に合うかとか，いろんな不安でいっぱ

いでした。けどこの高校生10名と国際
大角麻亜紗
県立船橋高校

交流協会の方々のお蔭で，最高の思い� 1年

出になりました。普通の旅行では絶対に体験できない

ことができて，今回のこのメンバーでタイラーに行け

て本当に良かったです。

から22日までタイラ一市を訪問

1994年10月	 タイラー司i親指訪問団(団長/ノーマン・シュト

フマン氏)41名が25日から29日まで八千代市を訪

問

お祈りをしていまし子。歌いたくて歌 木村萌
ー 県立船橋高校

い，心、から祈り，楽しんでいるf皮らの� 1年

姿を素敵だと思いました。 もっと彼らについて知り� 自P

分や日本を見つめ直したい。そのためにも，これを始め

としてタイラーの方々と末永く交流を続けていきます。

-充実したアメリ力での生活

成田空港を出発して約12時間後， ア

リカのダラス空港に到着しました。ア ドマノ
メリカに着いて空港を出た瞬間「ここ� f 

亘健太朗
がアメリカかリと，とても興奮して

船橋芝山高校� 
1日目のスタジアム見学から大学訪問年

ローズフェスティパルなどを通して充実したアメリカ

での生活を送ることができました。だからこの経験を

生かしてこれからを過ごして行きたいです。

ドル氏) 14名を20日から24日まで受入れを行う

2006年� 1月� 八千代市国際交流協会が21日に発足

2006年� 3月� 周郷紀男氏を団長とする親善訪問団15名が27日

から31日までタイラー市を訪問
4
1
9
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1992年� 1月� 

1992年� 5月� 

1992年� 8月� 

1993年� 4月� 

1993年12月� 

を20日に可決

テキサス大学タイラー校ハム学長夫妻が事前調査

のため16日から18日まで八千代市を訪問

姉妹都市提携捌印式を行うためタイラー市へ訪問

団24名を15日から19日まで派巡

姉妹都市提携調印式を市民会館で行うためタイラ

ー市税替訪問団(団長/ノーマン シュトフマン

氏)33名の受入れを22日から28日まで行う

周郷紀男氏を団長とする親許訪問団19名が15日か

ら18日までタイラー市を訪問

タイラー市から中学生サッカーチーム(選手17名

1996年� 3月� 

1996年� 4月� 

1997:(1' 8月� 

1998年10月� 

八千代少年少女合唱団(指揮者/長岡利香子・団

員46名・保殺者等� 12名)が24日から28日までT] 

Cでコンサートを開催するためタイラー市を訪問

山崎寿徳氏を団長とする親善訪問団� 41名が18日か

ら22日までタイラー市制150周年記念祭に参加の

ためタイラー市を訪問

タイラー市親善訪問団(t.fj長/パット・ジョーン

ズ氏)71名(内T]C関係者43名)を21日から25 

Hまで受入れを行う

)調郷紀男氏を問長とする親善訪問問28名が15日か

ら19E:lまでタイラ一市を訪問

2006年� 3月� 

2007年� 6月� 

2009年10月� 

八千代少年少女合唱団(指御者/長岡利香子・

団員39名・合唱団もりのうた等26名)が25日か

ら31日までT]Cハーモニー&アンダースタン

デイングとのジョイント・コンサートを開催の

ためタイラー市を訪問

タイラー市親善訪問団(団長/ベティー・パウ

ア一氏)33名を29日から� 7月3日まで受入れを

行う

周郷紀男氏を団長とする親善訪問団18名が15日

から20日までタイラー市を訪問。10月16日を「八

千代の日」としてタイラー市が制定

富岡助役を団長とする市職以一行� 5名の調査聞

が姉妹都市提携について協議するためタイラー

市を訪問

派遣依頼しであった2名の英語指噂助手(ALT)
が八千代市に着任

八千代市議会議員15名が28日.� 29日の両日夕イ� 

1991年5月� ・保説者等11名)を22日から28日までコミュニテ 20∞年� 8月 タイラー市税普訪問団(団長/パット・ジョーン 2010年� 7月� タイラー市親善訪問団(聞長/へンリー・ベル

イ・ワールド・カップ・サッカーIn八千代 「中学 ズ氏)39名を18日から22日まで受入れを行う 氏)25名を15日から19日まで受入れを行う

中の部」に参加のため受入れを行う 2002年101f 尉郷紀男氏を団長とする親普訪問団� 32名が17日か 2012年10月 周郷紀男氏を団長とする親善訪問団44名が17日

1991年� 9月� 1994年� 3月 市民団体等で、組織される八千代国際姉妹都市委員 ら21日まで姉妹都市提燐10周年を記念してタイラ� から22日まで姉妹都市提携20周年を記念してタ

会を30日に設立� -rb・を訪問 イラー市を訪問。その内、高校生� 10名� (23日

1991年10月 1994年� 5月� i芝窟谷庸介氏を団長とする親静訪問団� 12名が19日� 2004年� 8月� タイラー市親普訪問団(団長/ゲイリー・スウイン� 帰国)は初めての派遣� 

http:20I2.12.I5
http:20I2.I2.15
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次に東京成徳大学の皆さんからダンス，軽音楽，吹奏 英語ゲームを楽しみました。今回は高校生になった先
第プ回インターナショナルデイ 1第6回サパイパル日本語講座を開催1]


支部の皆さんから迫力のあるフラメンコダンスが披露 ティアから高い評価を受けました。(鈴木正俊) 

されました。毎年多くのファンから支持されているこ 日本語を母語としない子ども(JS L)が日本語と V楽しかった3日聞を終え全員で記念撮影

輩たちがボランティアとして初めて活躍しボラン楽が演奏され，最後はスタジオ・エルマナス ・八千代
タイラー市派遣の高校生を紹介

平成24年� 9月9日(日)午後� l時からフルルガーデン

噴水広場で、第� 7回インタ ーナショナルデイ「八千代で

世界と出会おう」が開催されま した。

このイベントは.市内に在住する外国人登録者に楽

しく ，有意義に交流する場を提供し外国人を含めた

地域のネットワークづくりの一助となることを目的に

毎年秋に実施しているものです。今年は， タイラー市

との姉妹都市提携20周年記念の年を迎え，お祝いの垂

れ幕とテキサス州の州旗が舞台に置かれました。開会

式では豊田市長からタ イラー市へ派遣さ れる高校生10

名の紹介があり，その後各自から親善訪問の抱負が元

気よく述べられました。舞台で最初の出演者はカン ト

リーバ ンド，プラウド ・チェロ キーで，テキサス州を

中心とするカントリ ーの名曲が数々披露されました。

第12回語学研修旅行

晩秋の草津温泉を楽しむ


秋恒例の第12凪語学ボランテ イア部会の語学研修旅

行が平成24年11月16日(金)・17日(土)に実施されまし

た。参加者は英語指導助手のへイリー.エリカ� (両名

はタイラー市).アンジェラ(ロスアンジェルス市)

先生及び千葉英和高校のレイ先生とウガンダ出身のカ

イヤさんの� 5名と部会メンバー18名の計23名で，過去

最多の参加者になりました。

メンバーは140年前に建設された富岡製糸工場を見

学し絹産業の歴史的な役割など多くのことを学びま

した。車中は英語と日本語で大いに盛り上がり，宿泊

先の草津温泉では外国人先生によるスピーチ研修会を

のイベントは，今年も集まった多くの方々に感銘を与

えた一日になったようです。(瀬下和正)�  

v出演者も役員も全員で記念撮影

あり，メンバーの英語の向上に役立つことができまし

た。翌日は吹き割れの滝を見学 し晩秋の紅葉を堪能

して八千代市に戻りました。今年も有意義な語学研修

旅行を終わることができました。(喜田茂)�  

V草津温泉のホテル前にて全員で記念撮影

楽しく接することを目的に，会場の村上公民館に近い

村上地区のほかに勝田台，米本等の地区から小中学生

等24名が参加し平成24年� 8月21日(火)から23日(木)

の3日間サパイバル日本語講座を開催しました。

今回は東京成徳大学生も加わり，八千代リーダーズ

クラブの指導でダンスやゲームを元気一杯楽しみ， 自

然環境や施設を探索するネーチャーゲームと工作，プ

ラネタリウムでの星座学習など多様な学習を行いまし

た。最後の日，小学牛は昔話の紙芝居による聞き取り

学習を した後で，ボランティアの支援を受けて絵日記

を書きました。中学生は感想文の書き方の学習の後，

マーガレット准教授を迎え

第5回語学研修会を開催


語学ボランティア部会による第� 5国語学研修会が平

成24年9月29日(土)午後 2時か ら八千代市福祉センタ

ーで開催されました。講師に東京成徳大学の鵬武・マ

ーガレット ・パイン准教授をお招きし.� I変わるもの

もあれば変わらぬものもあります 私から見た日本の� 

40年間の変化」という演題で講演していただきました。

アメリカから来日し，先生の目を通して見た日本の� 

40年の歳月を多くの事例と共にお話ししてくださいま

した。先生と同年代の参加者が多く ，お話を聞きなが

ら自分の過去を振り返って懐かしんでいる様子でし

た。また.� 3人の子どもを育てていることにも触れら

れ，教育に関する，色、品も高く 貴:なご輩、見をお伺いすifr

ることができました。とても興味のある内容で有意義� 

な2時間でした。また.東京成徳大学人文学部のホー

ムページにこの研修の内容が詳しく掲載されていま

す。私たちの活動が徐々に地域に浸透してきているこ

とを感じてうれしく思いました。

来年度も語学研修会開催を計画しています。ご期待

ください。� (河合晴子) 

V興昧ある内容で貴重な意見も出された語学研修会� 

開催。また食事中の英会話等で英語を話す機会が多く 文- Ut

科 日� 

'p 1，":ドl

金額�  f商 要� 

l 事業i-'l L インJ-ナショナLテ{ 謝金� 150.000 出I¥i(牢i-.協力者謝金

1.360.0∞ 300.000 

2 タイフー市訪tI:J

団訪問 目I ~築資 

300.0叩� 
3.広報事策:伐� 

180.αm 
4 郎会事業� v{ 

580.0∞ 
2 物 質� IL ' l ~務質 

1.192.000 I 1.192.000 

3 予備費� l 予備費� 

190∞o 190.000 
合 計� 

H役1MH-1務f的t ロ0.000本部資・ブース制作伐� 

30.000 イベント 告知!など

需用ff 150.000 記念品等

役務1~ 150.∞o 20周年記念総制作貨等� 

:信mn 130.000 クリッピー印刷m
委託料� 50.0∞ホームページ制作委託料

官官会・II業費� 580.000周際姉妹郎市部会.符学ポフンティ

ア部会.1':1本語指導ボランティア湖;

会.凶際交流促進部会� 

1信用'/1 102.似)()� õl~~充用品・会議用茶菓代

役:rM 'e 200.000 会議通知1.資料送付.~包括代等
備品購入賞� 50.0∞ 
人件jJl 770.0∞'Jf.務戦良給与 ・労災� 

研修'11 30.∞o 研修参加資補助

負担金� 10.000 千葉県国際交流センター/.11体会費

交際費� 30.0∞ 
予備投� 190.000 

2.742∞o 

ファッションの紹介があり，女性の皆さんは素敵な衣
「わが国・わが町自慢Jで 装に見入っていました。最後に「八千代ふるさと音頭J

ザンビア大使夫人と語る を大使夫人ともども一緒になって踊り，和やかに再会
八 H~d.jlï{1際交流協会の平成24年

駐日ザンピア共和国特命全権大使夫人を聞んで.当 を約束して閉会しました。� (岩井覚) 
度予算が、I~成24ir 4月28日(土)に行

'iわれた総会で� :Jとまりました。その概
成24年� 8月30日(木)に八千代台東南公共セン ターで懇 要は次のとおりです� 

協会の団体会員である� JA八千代市女性部を中心に平 v大使夫人と周郷会長を囲んで記念撮影

談会を開催しました。

大使夫人は.豊田市長を表敬訪問された後，会場入

りされました。会場では. J A女性部の皆さんが午前

中から手作りケーキなどを作り，おもてなしの準備を

整えていただきました。懇談会は，初めに映像を見な

がらザンビアの紹介などが行われ，体験コーナーでは

大使夫人に千葉県の郷土料理「花寿司Jの太巻き寿司

作りを体験していただき，ザンピアの主食である「シ

マ」を試食することが出来ました。また，ザンピアの� 

.~x.人 

ヂ|

l 会代収入� 

2.補助金� 

3. 級車E金� 

収入韓~4. 

メ'J、� 

11 

l 会費収入

l 補助金� 

i 繰占主金� 

L $1~収入 

lil. p~ :rrJ 

金額�  

臼3.∞o 

1.600∞o 

198.803 

3∞.l9i 

2目7.12.000 

http:2012.12.15
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|八千代へようとそ
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11第四 日本語スピ引会

平成25年� 1月26日(土)に開催予定
市内の中学校では，現在� 5人の外国語指導助手� 

(ALT)が英語の指導をしています。� 
第� 6回日本語スピーチ大会は，平成25年� 1月26日

(土)午前10時から八千代台東南公共センターの商工会

議所で開催する予定です。

昨年度の大会では，市内の日本語教室から� 8名が登

壇し国際交流協会会長賞は� I9・11事件について残

る疑問Jハミルトン・ジェイソンさん(米国)，� I今の

自分Jソマリパ・ロドリコさん(アルゼンチン)，� I体
にいいパンを作りますJティエリシオさん(フランス)

の� 3人に。審査員特別賞は「原子力発電についてJ女

子高校生マイトアイカム・ミィさん(ベトナム)にそ

れぞれ贈られました。

泉妻ご夫妻によるアイリッシュハープと西洋のこぎ

りの素晴らしい演奏，そして最後の懇親会では，安福

さんのお手製カレーを頂きながら草の根の国際交流は

和やかに広がり，学習者は家族を交え，ボランティア

講師とともに会話が大いに弾みました。

今回も市内在住在勤の外国人の皆様の応募を楽しみ

にお待ちしております。(蔚藤貴美子)

9月に着任

した� 2人の新しい先生を紹介します。

工リ力・チェイスさん ~:r， /.:-i可� 

(アメリカ・タイラー市) 川bt仏

日本の文化や歴史を

楽しみたい

桑原さんは，平成� 4年に八千代市とタイラー市との

姉妹都市提携調印式に参加された後.平成� 6年の八千

代国際姉妹都市委員会設立に伴い委員となりました。

=一 一
 

(アメり力・口スアンジェルス市)

日本の景色はとても美しいですね。いろいろな

所に行って絵を描いてみたいです。学校では，子

どもたちが英語を学ぶお手伝いをしながら，夜、も

日本の文化を学んで、'アメリカと日本の橋渡しが

できるように頑張りたいと思います。

日本の文化や歴史に興味があったので， 日本に

来ることができてとてもうれしいです。祭やお茶

会にも参加してみたいですね。八千代はきれいな
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公園があってすばらしい所だと思います。みんな

と仲良くなって，お互いに学び合える関係になり

たいです。

アメリカと日本の

橋渡しを

アンジ‘工ラ・ドネリーさん
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編集後記
平成� 8年と� 10年の� 2固にわたりタイラー市への親善訪

問団として参加され，平成12年にタイラー市からの訪

問団受け入れの際には実行委員長として，ふるさと親

子祭りの花火大会などに招待し交流を深めました。ま

た， 日本文化の体験の場を多く作り， タイラー市から

の訪問団に大変喜ばれました。

平成18年八千代市国際交流協会の設立と同時に理事

に 就 任し平成23年には同協会の副会長に就任し，国

際姉妹都市部会長を兼ね，現在も活躍中です。

会員募集中
八千代市国際交流協会では会員を募集中です。詳しく

は事務局 (047・752・~へお問い合わせください。

年会費は個人2.000円，家族3.000円，学生1.000円，

団体会員lIIDOO.l円となっています。また.新しい情報

はホームページでご覧ください。アドレスは次のとおり

テキサス州タイラー市との姉妹都市交流が20年を迎

えました。また，青少年交流が主体のタイ王国バンコ

ク都との友好都市交流は24年の長きにわたります。こ

の2つの国際交流は八1.ft市が誇る大きな財産です0 

:tiい高校生にとって目今阿のタイラー市訪問は素晴ら

しい経験になったことと思いますc 米同でのホーム・

ステイ目 フットポール試合の観iji勾� 117i校で、の礼拝参加

と米国の文化，習慣を学びました。同時にタイラーの

尚校'tは初めて見る日本のIIi1J服.着物に� Hを奪われて

し、ました。

社会が成熟し共生の|時代に入りました。また.グロー

パル化の進展と共に市内に多く外国人が居住し多文

化共生の II~イtになりました。 1主|際交流協会はfリ:週開催

される日本語指導教宗のほかに.スピーチ大会.サパ

イバル� [1本語講座，語学研修会，語学研修旅行.大使

来業14宇夫人との愁説会等. 多彩な� 

交流にご� 

かう小、7進生してみて(は土いカか、がでで、しようJ j推任

-を行つています乙 |巨同主司|陥防際?です。[n1抗日://www.ia-kakusai 

八千代市国際交流協会� | ~- ~: " :C:;ñIW，~ ，~cl U'lU[卜
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