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四街道市国際交流協会々長就任ごあいさつ
　平成27年５月 16日開催の総会で承認を得て、四街道市国際交流協会の会長に就任いたしました。
　「国境を越え、世代を超え、互助精神で人と人を結ぶ」をモットーに Yotsukaido Cross-Cultural 
Association（YOCCA：ヨッカ）の旗のもと “誰もが日常生活の中で体験できる国際交流” を目指し様々な
分野で活動を推進してまいる所存です。
　協会設立以前からの活動である外国籍市民への日本語学習支援（日本語教室）と生活相談や就学支援、姉妹
都市リバモアとの間の留学生及び訪問団の派遣と受け入れは既に数十年の実績があり地元に根付いています。
　協会設立後、語学関係の講座は「初・中・上級英会話教室」「英語翻訳教室」「英語楽習会」とさらに幅を広げ、
また「世界を知ろう」シリーズをはじめとする 日本を含め様々な文化を知り体験する交流会など YOCCA な
らではの講座を定期開催しております。
　これからも国際交流協会だからこそ出来ること、そしてしなければいけないことを地域の皆様と協働し進め
てまいりたいと考えております。
　民族間や宗教間の問題、国境の問題、また環境やエネルギーの問題など困難な課題を抱
える国際社会ですが、皆様との連携を通して、地域社会および国際社会に貢献できるもの
と考えます。微力ではございますが、会の役割を常に念頭におき努めてまいりますので、
今後とも四街道市国際交流協会をよろしくお願い申し上げます。

米家　靖子
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楽しく！力を合わせて！をモットーに市民の国際交流を促進する活動をしています
「世界を知ろう」
外国の方をゲストスピー
カーに招き、その国の文
化、風習、日常生活等を紹
介しています。

「YOCCA 合唱団」～団員募集中～
平成25年 7月に結成され、外国の方や
合唱経験のない方、初心者の方でも声
の出し方から始めます。日本の童謡唱歌
から海外の民謡まで広いジャンルを楽し
く練習しています。団員は、協会員及び
市民の有志により構成されています。

「世界の家庭料理」
（公財）四街道市地域振興財団
との共催事業として開催し、
旭公民館・調理室で外国人講
師から自国の家庭料理の指導
をいただき、参加者と一緒に
調理・試食を楽しみながら “食”
や “文化” の理解を深めます。

「文化交流会」
日本の伝統文化である茶道
のお話や実技等、趣味や娯
楽を通じて外国人と日本人
の一体感を深めてもらうた
めの活動をしています。
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このコーナーはヨッカ副会長のデヴォン・マクネアさんが四街道を探索する連載コラムです。

　YOCCA 副会長、デヴォンさんが四街道の気になるところを
取材するこのコーナー、今回デヴォンさんが気になったのは
小料理の前にたたずむ「たぬき」…？！

This edition of “Think You Know Yotsukaido” takes me very 
close to Yotsukaido Cross, the topic of my first article and 
where a centuries-old tree stood at a gas station. The tree is 
gone now, blown over by a typhoon in 2013, and a young 
sapling is growing to take its place.  This time my subject is 
a bit more recent: rumors of a cross-dressing tanuki seen in 
front of a small drinking and dining establishment （小料理屋） 
called Himawari.

I first heard of it from a friend 
who said “watch whenever you 
pass – the tanuki sometimes 
w e a r s  J a p a n e s e  k i m o n o s ,  
sometimes wears dresses. Every 
few months it changes outfits.”
And she was right. Since then it 
became a hobby of mine to glance 
over every time I passed, and see 
what the tanuki was up to.

So for this article I went to investigate, first by myself a bit 
shyly on a night when Himawari was open for business. I was 
welcomed, and ended up talking with the chef, the owner, and 
a regular customer for several hours. The proprietress ( おかみ
さん ) and owner, Ms. Ichinohe, also gracefully agreed to meet 
with me one more time to talk about it. So the second time I 
paid a visit with Ms. Shiraishi, YOCCA’s camera ma’am. 
Here’s what we learned.

Ms. Ichinohe was originally from Katori but moved to Tokyo 
after marrying, and then settled down in Yotsukaido. She has 
been running Himawari for about fifteen years.  About four 
years ago she was thinking of closing it – the chef　（マスター） 
was planning to quit, and she didn’t think she could do 
everything by herself.
But as fate would have it, one of her regular customers had 
recently retired from the Tokyo Police Department, and 
offered to take over in the kitchen.

And he brought with him something that the police force 
gave him as a retirement present: a real stuffed tanuki. So 
when he took over cooking duties Himawari got a mascot too.

At first it was decorated with the traditional straw umbrella 
hat, “It’s just like you see in period dramas. But it wasn’t 
especially cute, and it got all dusty and dirty.  So I decided to 
make it into a girl, since girls have much cuter clothing.”

She didn’t really intend to 
change its outfit so often 
“but one time when I dressed 
her in a Halloween costume, 
a mother and kids came to 
take pictures. The mother 
asked ‘once Halloween is 

over, what will it wear next?’ And I was thinking ‘oh, I didn’t 
think about that!’”

Some of the outfits are handmade, including a Santa Claus 
dress that she knit by hand. “But it takes a lot of work so 
now I just buy clothes for her.” 
As conversation went here and there we talked about 
Yotsukaido. As a long-time resident, we knew each other’s 
neighborhoods well, and talked about the different summer 
festivals, friends of mine and grandchildren of hers who went 
to the same school. It strikes me that Yotsukaido is very 
much a crossroads town: a place where various paths 
converge.  A place where a tanuki of mysterious origin greets 
customers at a shop run by a woman from Katori that she 
received from a man who worked in  Tokyo,  being 
interviewed by someone born on the other side of the ocean.

Upon thanking Ms. Ichinohe and getting ready to leave, I 
couldn’t help but take a quick peek under the tanuki’s blue 
dress to see if it was originally a “he” or “she” tanuki.  The 
results: no obvious hints 
either way.  But right now in 
her blue hydrangea-colored 
dress and sunglasses ready to 
embrace the coming summer 
she looks happy enough with 
her new identity.

「四街道知ってるか！？」
　英語が出来る人も、勉強中の人もぜひご自身で翻訳してみ
てください！
　日本語訳を、YOCCA のホームページでアップし
ています。携帯電話で QR コードを読み取るとアク
セスできます。また、事務局でも配布しております
ので、ご希望の方は協会までご連絡ください。
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　YOCCA の英会話教室は、10 数年の歴史のある初級 F、中級クラス（ジョージ先生）に、市民の

皆様のご要望で増設された上級クラス（ニック先生）、初級 T クラス（ジョージ先生）を加え、今で

は幅広いレベルに対応できる人気の英会話教室になりました。 

　その英会話教室を傘下に持つ通訳・語学研修部会は地域コミュニティーの通訳・翻訳のニーズに応

えるべく、会員の皆様に語学学習、研修の機会を幅広く提供しています。英語と日本語の背景にある

文化の違いを学びながら、円滑なコミュニケーション術を探る『英語 “楽” 習会』、実践翻訳術を身

に付けるための講座『英語翻訳教室』は毎月開催しています。 

　また、YOCCA の語学講座の魅力は、講師の出身地の文化や歴史、街の特色を勉強しながら言葉を

学ぶ『旅が楽しくなる語学講座～行ってみようシリーズ』。これまで「シアトル」、「大連」、「メルボルン」、

「スペイン」について開講しました。 

　そして、四街道市の５人の ALT（英語補助教員）（カナダ２名、フィリピン２名、イギリス１名）

の先生方にご協力いただいて子ども達と楽しく遊ぶ『えいごでうたってあそぼ』には、市内外の小学

生が集まり、学期末休暇の１日を楽しく過ごしています。 

　どの講座も講師の先生方の魅力と受講生とのやり取りの妙で、幅広い年代の方にも楽しく学んでい

ただける場となっています。

＊＊

＊＊＊

＊＊＊＊

＊

～「四街道知ってるか？」執筆のデヴォンさんが講師をしています～

ご興味のある方は、事務局までお気軽にお問い合わせください。Tel.043-312-6173
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「リバモアに何度か行ったけれど、今回はリ
バモアの違う一面を見ました。ボランティア
活動って、奥が深いですね。こんなにバリエー
ションがあるとは思いませんでした。」そう
話してくれたのは、今年の３月、市内の中学
生を連れて、リバモアを訪問した江頭三枝子
さん。ホストマザーの Jeanie（ジーニー）さ
んにリバモアのボランティア活動現場をいく
つか見せていただいたそうです。

「Good News Bears」　Our mission is to provide “stuffed love” － 
stuffed animals to anyone needing comfort.
　そのひとつが “Good News Bears” という活動です。
　このチャリティー事業は、病気や事故にあったり、身近な人が亡くなったり
して苦しんでいる人たちの心を癒すために、くまのぬいぐるみを贈ろうという
もので、1996年にリバモアで始まりました。20年目の今では、約６５の団体（病
院、警察、消防署、救急隊、ホームレス保護施設や、その他の施設）にぬいぐ
るみを無償提供し、その施設から、ぬいぐるみを必要とする人々にくまが贈ら
れています。Good News Bears のボランティアの皆さんは、新しいぬいぐる
みを買うための資金調達や、お古のぬいぐるみを寄付してもらい洗って綺麗に
して、またそのぬいぐるみが再び誰かに愛されるようにするという活動をして
います。初年度200個程度の提供だったものが、今では１年に１万２千個～１
万４千個のぬいぐるみを提供しているそうです。
　四街道市と姉妹都市リバモア市とは毎年20名の留学生交換事業を実施して
いますが、YOCCAは市からその留学生事業を委託され、留学のサポートをし、
隔年で大人の訪問団事業（自主事業）も行っています。そしてリバモアからの
留学生がウェルカムパーティーでホストファミリーのご家庭に手渡すのが、
Good News Bears の「くまのぬいぐるみ」だったのです。（リバモアを訪問し

た中学生、そして随行者、市民訪問団のみなさんも頂いて帰ります。）そのソ
フトで優しい手触りと眼差しのやわらかい人形たちにはどんな思いが込められ
ているのか、Jeanieさんに伺いました。

The reason we give bears is simple: we want to share love.　
　ぬいぐるみを送ることは、医学的にも効果が実証されており、心の癒しに加
え、血圧を下げたり、事故のトラウマを軽減させたり、心臓病の患者は外科手
術からの回復も早く、年配者にはぬいぐるみを通して過去の記憶を蘇らせるこ
ともできるそうです。
　愛を共有したい（愛されている、気にかけてもらっているという気持ちにな
ること）そのために活動をしているという “Good News Bears” の活動の原
点が、ひるがえって、YOCCA のモットー：「国境を越え、世代を超え、互助精
神で人と人を結ぶ」に通じるものがある、国際交流の輪の中で人と人をつなげ
ていくことがYOCCAの仕事であると改めて感じました。（米）

　締結当初から行っている訪問団派遣及び受け入れ、中学生短期
留学生　来市 12 回（225 人）派遣 12 回（243 人）など今まで
に約 1000人の方々がこのプログラムに参加しました。
　一週間のホームステイや学校生活を通してお互いの国の生活や
文化を学び、人生の宝となるようなすばらしい体験をしています。

場所　アメリカ　カリフォルニア州
人口　約 80,000 人　
面積　62k ㎡（※四街道は 34.7 ㎢）
気候　温暖で乾燥型
産業　ローレンスリバモア研究所
　　　ワイン産業
　　　風車（風力発電）

リバモアの人達をもてなした四街道の家庭には、ホームステイのお礼の「くまのぬいぐるみ」がいます。
リバモアを訪問した中学生と随行者、市民訪問団のみなさんは「くまのぬいぐるみ」を連れて四街道に帰って来ます。
四街道に続々とやってくるリバモアの「くまのぬいぐるみ」…それにはこんな秘密があったのです。
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　こんにちは。私は今年の 2 月
から上智大学の提携校であるブ
ラジル・サンパウロ大学に 1 年
間の留学中です。
　そもそも、ポルトガル語に興
味を持ったきっかけは受験前
に、ブラジルが 2000 年代以降
著しい経済発展を遂げている BRICs の１ヶ国であることを知
り、これから学ぶ言語として将来役立つのではないかという気
持で始めました。
　さて、ここ数年ワールドカップや来年開催されるオリンピッ
クなど世界から注目を集めているブラジルですが、皆さんはブ
ラジルと言われると思い浮かべるものは何でしょうか。サッ
カー、サンバ、ビーチ、陽気な人々。明るいイメージとは反対
に置き引き、スリ、強盗など怖いイメージもあるはずです。も
ちろん私も渡航前、メディアを通じて得た情報は負の部分ばか
りで、安全に生活できるかどうか不安でしたが、実際に現地で
生活をしてみると、そこまで危険ではないように感じます。む
しろ海外ではどこでもあり得ることです。もちろん治安は良い
とは言えませんが、気をつけてさえいれば大丈夫です。

　サンパウロは南米最大の商業都市であり経済の中心地です。
高層ビルが林立し地下鉄が走っていて東京と似通った部分を備
えています。中でもサンパウロの魅力は世界各国から移住して
きた人々と、その人々がもたらした文化の「混沌」という一言
に尽きると思います。私の住んでいるリベルダージは東洋人街
として有名で、日系人が経営しているレストランやお店がたく
さんあり、日本食も高価ではあるものの簡単に手に入ります。
実はブラジルは日本人が一番多く移住していった国です。その
方々の言葉で表現できないほどの苦難と貢献のおかげで、ブラ
ジル社会で日系人は高く評価されるのと同時に、日本に対する
関心や信頼度の高さは想像以上でした。
　街を歩いて感じるのは、大都市にも関わらず物乞いや路上で
物を売ってその日暮らしを送っている人が多くいること。未だ
に慣れないのは切符売り場に立っておつりをせがむ人。このよ

うないわゆる社会階層がはっき
りしています。そのような人た
ちが集まって暮らしているスラ
ム街もあり、夜は絶対にその周
辺を一人で歩いては行けないと
言われています。

　私生活においては 3 人の年の近いブラジル人女性とルーム
シェアをして生活しています。ここでは文化の違いをもろに感
じています。例えば、日本人であれば誰かが勉強していたら静
かにする。というような場の空気を読み、言われなくても相手
の事を考えて行動しますが、ここではそうはいきません。私が

勉強してようがお構いなしに音楽をかけ、大声で会話します。
自分の思ったことを言葉にしなければ相手は理解しないと学
び、それからははっきり言うようになりました。ポルトガル語
を話さなければならない環境に身を置いたことは時に辛いこと
もありますが、最良の選択をしたと今では思っています。
　大学では現地の学生と混ざっての授業と留学生向けの授業を
取っています。授業についていくことは大変ですが、予習・復
習をし、それでも分からないことがあれば友達に助けてもらっ
ています。ここでは日本の授業との違いを感じるのも楽しみの
１つです。まず、授業は先生と生徒の対話で進められること。
日本だと先生が一方的に話し、発言を求められる場面では誰も
発言しないか、いつも決まった人が発言する。といった授業風
景かと思いますが、ここではほぼ全員が自分の意見を述べ、疑
問があれば発言します。生徒一人一人が能動的に授業を受けて
いる姿には良い刺激を受けました。次に時間にルーズなこと。
今まで受けた授業で時間通りに始まった授業はありませんでし
た。先生も遅れるのが当たり前な社会に、時間厳守か５分前行
動が染み付いた自分は、最初は驚きましたが、既に慣れてしま
いました。授業だけではなくバ
スなどの交通機関、そして約束
の時間に遅れるのも当たり前。
それにいちいち反応してたら切
りがありません。寛容に甘受し、
郷に入れば郷に従うのが一番だ
と分かりました。

　そんな私の将来の夢は、まだはっきりコレという職業は決め
てないのですが、日本の技術や商品をブラジルにもたらす仲介
役になりたいと考えています。こちらで生活して、しみじみ感
じるのは日本の物の豊かさ、そして質の高さ。日本だと 100
円均一で買えそうなものでも、こちらではその 3～4倍はしま
す。質も日本ほど良くはありません。また、大都会であるにも
かかわらず交通・生活インフラに未だに問題を抱えています。
慢性的な交通渋滞や大気汚染。そして深刻な水不足問題。私が
渡航する直前まで、3 月には貯水ダムが空っぽになると言われ
ていましたが、サンパウロは毎日雨が降っています。場所によっ
ては水害がひどいと報道されているにもかかわらず、何故水不
足なのか甚だ疑問です。このような問題を解決し、生活をより
良くする職業に就きたいと思っています。
　最後に、ポルトガル語という言語に出会ってから、言語が私
にもたらしてくれた経験は人生の可能性や選択肢を広げてくれ
たと確信しています。これは他言語においてもそうです。私は
その人たちが気づかせてくれる文化の違いや、また改めて外か
ら日本を考える機会が与えられ、自分は日本人であると再認識
することができました。
　ですが、まだまだ私の留学生活は始まったばかりです。これ
からも多くのことを学び、そして吸収し、見て聞いて感じて、
ブラジルを満喫していきたいと思います。

栗原紗里衣さんは 2008年短期留学生としてリバモアを訪問しました。
現在サンパウロへ留学中、四街道から世界へ旅立ったリバモア留学生OGの現地リポートです！



　YOCCA 日本語教室には､火曜､水曜､木曜､土曜の成人を対象とする４クラスと、小学生を主対象とする土曜ジュニアクラス
があります。火曜､木曜クラスは午前の開催なので女性の学習者が多く、水曜クラスは夜間開催なので男性学習者が多いです。
土曜クラスは少人数のクラスですが、中学生も来ています。ジュニアクラスは家庭的な雰囲気の中で、楽しく勉強しています。
　教室外では、蕎麦･料理パーティー、花見、カラオケ親睦会、蛍観賞など独自のイベントを開くなど親睦活動も楽しんでいます。
　この他、市内の小中学校で 30人前後の児童生徒の日本語学習の支援もしています。

YOCCAでは、日本語を教えてくれるボランティアを随時募集しています。他言語の習得は問いません。
興味のある方は、ぜひお問い合わせください。　事務局（℡.043-312-6173）
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在留手続き、帰化、その他

役所での手続きなど、日本

の生活で困っていることが

おありの方は、ご相談くだ

さい。YOCCA が窓口とな

りご質問にお答えします。

　事務局
　　☎ 043-312-6173

ざいりゅうてつづ　　　　き  か 　　　　　　た

やくしょ　　　  て つづ 　　　　　　　 にほん

　  せいかつ　  こま

　　　　　　　 かた　　　　　そうだん

　　　　　　　　　　　　　　  まどぐち

　　　 しつもん　　　 こた

　　じむきょく

相談窓口のご案内
　 そうだんまどぐち　　　　　あんない

入管法の一部改正について
　平成 27年（項目により 1月 1日または 4月 1日から施行＝効力が発生すること）の改正内容のうち、いくつ
かをお知らせします。

　従来日本で会社経営に関わるため必要だった『投資・経営』の名称と内容が変更され、新たに『経営・管理』となっ
て要件が緩和されました。主な変更点は以下の通りです。
①これまでは、外資系企業での経営・管理活動しか認められていなかったのが、日系企業（日本人が作った会
社や外資の日本法人）での経営・管理活動にも資格が付与されることになりました。
②資格付与の条件とされていた単独で 500万円の投資額が必須ではなくなりました。ただし、投資額として準
備する金額が 0 円でよくなったわけではなく、会社経営の決定権を有すると認められる投資額は必要とのこ
となので、会社の資本金額の３／４程度の出資金は必要のようです。
③これまで添付書類として求められていた会社の登記事項証明書に代わり、定款（公証役場での認証が済んで
いることが望ましい）の提出も認められるようになりました。

このコーナーでは、YOCCA 事務局長で、行政書士の井上博司さん
が在日外国人のために「在留」に関する法律を紹介しています。

在留資格の
区分の一部が
変わりました

今回の改正に関する説明サイト
　　　　　　　　http://www.immi-moj.go.jp/nyukan2015/

　従来、業務に必要な知識の区分（理系・文系）に基づく『技術』
と『人文知識・国際業務』に分けられていた資格が、『技術・人
文知識・国際業務』に統合され、区分のはっきりしない分野の資
格申請がしやすくなりました。
　ただし、業務内容が統合されただけで拡大・緩和されたわけで
はないので、この資格でコックやウェイトレスができることには
なりません。
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協会事務所（国際交流センター内）にて、申し込みを受け
付けています。また、電話をいただければ「入会申込書」を
郵送します。ご記入後に当協会へ郵送・FAX・メールにて
送付いただくか、協会窓口までお持ちください。

発行日：平成27年７月15日（初回発行 平成23年）発行回数：年１回 
編集・発行：四街道市国際交流協会事務局　発行責任：米家靖子　編集長：前田光久　印刷：（有）オクノプリント社 043-254-5607

　国際交流協会は、日本語学習部会、姉妹都市部会、交流部会、通訳・
語学研修部会と事務局の、五つの部門にわかれていますが、その実
態は多くの協会員が、いくつか掛け持ちして運営されています。お
互いに、垣根無く相互に助け合って運営しています。
　運営に関わることで、出会い、笑いが生まれます。是非、いろん
な活動に参加して下さい。

『ひとびとと出会【あ】う。
出会い【は】トキメキ（Spark Joy) ！
夢や希望を結晶【う】化（Crystallize) する。
共生きがトキメキ（Spark Joy)』

【あ】＋【は】＋【う】＝みんなと【あおう】

　トキメキを共有したい。多くの出会いが、人生を輝かせ、紡がれ
ていきます。
　微力ながら、そのヒトトキ（一瞬）をお伝えできれば幸いです。

編集委員一同　

編集スタッフ

　編集長：前田 光久（Teruhisa Maeda）
　デヴォン マクネアー（Devon McNare）
　矢﨑 典夫（Norio Yazaki）
　白石 明子（Akiko Shiraishi）
　監修：米家 靖子（Yasuko Yoneya）
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