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『北ドイツの真珠 “ツェレ市”』との交流がはじまりました。
写真のツェレ城はバロック様式（写真左側）とルネッサンス様式（写真右側）の組み合わせが特徴です。
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《持続可能な人的文化的交流を無理のないペースで行う》
《今年秋にツェレからのお客様をお迎えする》
2015 年12 月に、
YOCCA から3 名の会員がツェレを訪問し、
ツェレ市観光局と文化的人的交流の可能性に
ついて話し合いの時間を持ち合意した内容です。
ツェレを離れる日の朝、
ツェレ市長との面談の中で両市の相
互交流に対する期待の言葉も聞かせていただきました。
帰国後の2016 年 2 月には四街道市民への帰国報告会
を開き、
両市の交流を進めるプロジェクトチームを YOCCA 内に発足させました。
3 月には第1回ツェレ市交
流プロジェクト委員会を開催し、
10 月のツェレからのお客様受け入れに向けて本格的に動き始めました。
2014 年の 3 月の “あの日” からの今までの経緯、ツェレへの旅についてご報告します。

北ドイツの町につながる
2014 年 3 月のある日、
「私は日本人に見えるでしょう？で
もドイツ人なのです。
」そういっておしゃれな紳士がふらりと
事務所を訪ねてこられました。続けて「ツェレとの交流を考え
ませんか？」とおっしゃいます。その紳士が、40 年以上ドイ
ツに住み、大学教官を定年退職後、ツェレに移住し、町づくり
プロジェクトの一員として日本にこられた平田正信さんでし
た。その強烈な第 1 印象とは違い、ひたむきにツェレと四街
道の交流を望み実現させようと、日本にひと月ほど滞在される
あいだ頻繁に YOCCA 事務所に足を運んでくださいました。
私たちはツェレ市について学び、どういう交流ができるのか何
度も話し合い、
「提案の主題、内容及び実践項目」という交流
の基礎となるアイディアをまとめました。日本語文は通訳・語
学研修部会のボランティアの方々に協力をいただき、「The
Plan for International Communication between Celle
and Yotsukaido」という英語版にして、平田さんにツェレ市
に持ち帰っていただきました。

訪問までの経緯
「世界平和への貢献と愛の実践。ドイツと日本は共通した過
去の戦争責任があり、特に日本は原爆の被爆国として世界平和
をアピールしつつ寄与しなくてはならない」というのが、私た
ちに共通する思いでした。
交流は市民レベルで、興味や趣味の共通する（例えば音楽や
料理、スポーツなど）小さなグループの行き来ができるといい
と考えました。
平田さんはドイツに帰国後、すぐにツェレ市町づくりプロ
ジェクトに報告をし、それからは四街道市国際交流協会とのや
りとりはツェレ市観光局長のマリアンヌ・クローンさんに託さ
れ、クローンさんからはすぐにツェレに来てほしいとメールを
いただきました。
2014 年の 9 月には、ツェレ市町づくりプロジェクトの一員
で、ドイツ・リューネブルグのロイファーナ大学で 1 年間の
研究を終え帰国したばかりの北九州市立大学都市政策研究所教
授の内田晃さんがツェレ市の特使として四街道に来てくださ
り、ツェレ市の魅力について、パワーポイントを駆使して説明
してくださいました。その時には 20 名ほどの市民の皆様も集
まってくださいました。映像の中の「北ドイツの真珠」“ツェレ”
の町は美しく、私たちを魅了しました。
「いつか行ってみたい」…しかし、その後中東情勢が複雑化し、
世界中でテロが頻発、実際の交流を始めるなど、全く現実的と
2

思えない状況でした。協会はその後もメールのやり取りを根気
よく続け、2015 年の 8 月に「とにかくツェレに来てほしい」
と正式に招待をされました。

ドイツ訪問について
クローンさんから、クリスマスマーケットの頃のツェレの町
が一番素敵だと教えられ、私たちは 12 月初旬を訪独時期と定
めました。実際にツェレを訪問したのは 12 月 3 日から 6 日
まで、ツェレとその周辺都市を見てきました。ツェレは北の大
都市ハンブルクから南へ約 100 キロ、ハノーファーの北東 30
キロの所にあります。人口は 7 万人位、面積は四街道の約 5
倍の広さで、緑豊かな平坦地です。
市の中心部には堀に囲まれたお城が美しくたたずみ、その周
辺に 300 年から 350 年前に建築された木組みの美しい家が
500 軒ほどずらりと立ち並んでいます。第二次世界大戦で戦禍
にあっていないためにそれほどの数の家々が残っているとのこ
とですが、樫や椚のような堅い材木を使っているのも理由の一
つのようです。ツェレ城内には劇場、礼拝堂、小美術館等があり、
一部は大部屋、小部屋に区切られ、芸術家（演劇関係）の “卵”
達が利用出来るような舞台付きスペースもありました。ちょうど

お城の中を見せていただいた時には、劇場で「大泥棒ホッテン
プロッツ」の上演中。市内の小学生の親子が鑑賞中で、役者と
観客が一体になるような盛り上がりでした。ツェレ市が劇団を
所有し、プロの役者、スタッフを 70 名も抱えているというの
は大変な驚きでした。

は、持続可能な交流をゆっくりとしたペースでしていくこと。
趣味やサークル活動を中心とした文化活動の交流からスタート
し、それを継続させるという意見で一致しました。
そしてこの秋、ツェレからクローンさんと私たちの案内役を
してくださったミュラーさんが来日の予定です。

YoCelle（ヨッツェレ）
街の北側には、一本の大きな川（アラー川）がゆったりと北
海に向け流れ、市民の憩いの場にもなっています。川では若者
がカヌーをこぎ、白鳥がゆったりと浮かび、時がゆっくりと流
れている印象でした。ドイツのクリスマスマーケットは、大き
な町だと市内の何カ所かで開かれるそうです。ツェレのマー
ケットは中心部の広場に開かれ、仕事を終えた人たちが街角に
集まり、家族や友人とクリスマスの買い物を楽しんだり、グ
リューワインを飲んだりしながらおしゃべりをして過ごしてい
ました。世代を超えて楽しめるお祭りという印象で、甘く温か
いワインを使った飲み物＝グリューワインを 11 月の産業まつ
りで四街道市民の皆様に紹介予定です。

交流の手ごたえを感じた訪独
ツェレに滞在中、観光局のクローンさん、そしてツェレ市の
メンデ市長とお話をする機会をいただきました。一番大事なの

2016 年 2 月 21 日の帰国報告会には、会員、市民（非会員）
合わせて 38 名の方が集まりました。ツェレに仕事で何度も訪
れたことがある方、ドイツが大好きで是非行きたいという方、
昔ドイツに留学をしていた方、それぞれに理由は違いますが、
ツェレと繋がることにワクワクしている方たちでした。まずは
中心になって、ツェレとの交流を進めていく “ツェレ市交流プ
ロジェクト” 委員会を立ち上げ、第 1 回の運営委員会を 3 月
27 日（日）に行いました。愛称も “YoCelle”（ヨッツェレ）
に決まり、毎月運営委員会を開き、これから始まるツェレとの
交流に向けてプランを立てていくことになりました。
“sustainable”（持続可能な）交流をつづけながら、四街道
市とツェレ市が相互に学びあえる実りのある関係を築いていけ
たら幸せです。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。そ
してぜひ活動にご参加ください。

会長挨拶
ツェレ市とのご縁のできた 2014 年（平成 26 年）といえば、私たちが四街道市国際化支援基本構想の 5 カ年基本計
画を立ち上げた年です。その中で、四街道市国際交流協会の理念は『国境を越え、世代を超え、互助精神で人と人を結
びます』と謳い、基本構想の目標を『日本人と外国人が笑顔で挨拶を交わす多文化共生のまち』としています。ではこ
の理念や目標の先にあるものは何でしょうか。
私はこの 3 月に、四街道からリバモアへ短期留学生 / 訪問団を送り出す挨拶の中で、
「国際交流って何でしょう」と
問いを投げかけました。すると帰国後に、ある女子大学生から返事をもらいました。
「国際交流とは無限の可能性である
と思う」この女学生は大学で政治学を学んでいるということですが、様々な国の政治や国際関係に興味がありながら「学
べば学ぶほど、相互理解や戦争のない世界を目指すにはたくさんの課題があることが見えてきます。そのひとつの解決
策として、国際交流はゆっくりと、しかし着実な手段である」と感じるということでした。こういう手ごたえが得られ
たことが、ボランティア活動をしていて嬉しい瞬間です。
国際交流というととかく非日常の出来事と思われがちですが、市内に住む外国籍市民のにほんご学習サポートや、外
国人児童生徒の小中学校でのにほんご学習支援、行政の窓口での通訳、翻訳など日常の生活の中にも国際
交流はあります。子どもたち、若者たちの教育の重要性を常に念頭に置き、理念や目標の先にあるもの
をしっかりと見据えながら、今年も活動を続けてまいります。
YOCCA の扉は常に開いています。ともに活動いたしましょう。
四街道市国際交流協会 会長
米家 靖子
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四街道を知り尽くそう！〜『四街道を知ってるか！？』

This edition of "Think You Know Yotsukaido" began with a
conversation with YOCCA's Mr. Maeda, who has close ties to
Yotsukaido's elementary schools. A large portion of students
are Muslim, and one thing they have in common is that they
don't eat the school lunches - only bentos from home. But
more than that, the students don't eat ANYTHING from
school. Even if they participate in mochi-making events, they
help pound the mochi but stop short of eating what they
helped to make. Mr. Maeda suggested it might be a good
topic to learn more about.

Afghans, Bamyan, ARIAN
The most common nationality for foreign residents in
Yotsukaido is Afghan, followed by Chinese and Filipino. This
makes Yotsukaido unusual - Afghan isn't even in the top ten
for the rest of Chiba. Many of the Afghans work in the car
and car part export business. According to YOCCA's Mr.
Kojima, these businesses were first located around the
Edogawa area of Tokyo, but as Tokyo real estate became
more expensive, they relocated to Yotsukaido. Personally
speaking when I first moved to Yotsukaido I was happy to
discover Bamyan, an Afghan restaurant and grocery, and
enjoyed talking with the owner. It was the only place I could
find lentils, a small flat bean which were a staple of my diet
in the States.
I was sad to see Bamyan close a couple years ago, but
recently discovered ARIAN, a "Halal" restaurant and
grocery, on Yotsukaido's main street, just across from the
Dainichi Post Office. Their store sells foods both nostalgic
(kidney beans, dates, feta cheese, dried apricots, halvah) and
intriguing (pomegranate juice, cubed frozen goat meat)
which I can't really find anywhere else.

"Halal"? A visit to Sadaf
Even though I enjoyed shopping at a "Halal grocery" I had no
idea what the word Halal meant. To learn more about Halal,
YOCCA's Mr. Yazaki introduced us to a restaurant called
Sadaf, whose owner was willing to answer our questions.
Unlike ARIAN, a cozy little restaurant near the heart of
Yotsukaido's blossoming international district, Sadaf would
be hard to find if you didn't know it was there. It's literally
surrounded by car yards in Sakura, just north of Yotsukaido.
But the grounds were
spacious, with a garden
and fountain, outdoor
tables, and enough space
for a wedding with a
hundred guests. The
inside of the restaurant
too was roomy enough
̤დ̱̩̹̤ͬ̀ͦඵ૽
for a large party.
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Afsar Khan and
Marjan, two employees
of Sadaf, gave us their
time to speak with Mr.
Maeda, Mr. Yazaki,
Ms. Shiraishi. and
myself. A few things
they helped us
understand:
Οόϋ̯ͭ͂Ȝϋ̯ͭ

- Halal means "lawful" or "allowed." With food, it relates
mostly to meat. It describes which animals may be eaten as
food. Most famously, pork is not one of them, but beef, lamb,
mutton, chicken, and goat are all acceptable. Equally
important though, is how the animal is slaughtered and how
the meat is handled. This is to show respect for the animal
that gave its life for you, and also to preserve the purity of
the food.
-The real problem as it relates to school lunches is ... alcohol!
Alcohol is "Haram" - not allowed. A lot of condiments and
flavorings (for example tubes of grated ginger) often contain
alcohol (also written as 醸造酒 ) as a preservative. This includes
two essentials of Japanese cooking - soy sauce and mentsuyu
for noodles. So even if a given school lunch menu has no pork
on it, it's almost impossible to say whether it contains alcohol.
This explains why even mochi is awkward for Muslim
students.
- There are Halal restaurants in Narita Airport (including
ramen.) Kanda University of International Studies has Halal
menus in its cafeteria. Yotsukaido's Gyomu Super also has a
range of Halal foods.
- Foods certified as Halal have a small mark on the
packaging, often a green circle with "Halal" written in
English and Arabic. The Halal mark also appears on items
which have nothing to do with meat or alcohol - for example
packages of dried beans. Sadaf's owner explained that the
mark says more about the packaging facilities, that they
were handled in a suitably clean place. My experience has
born this out; the kidney beans I've bought from Muslim-run
stores are cheaper than what you'd find in a Japanese store
but higher quality than what I used to buy in the States.

Food Culture and Cross-Culture
I was curious what steps schools might be able to take to
make their school lunches more friendly to Muslim students.
Obviously making every lunch Halal isn't an option. My idea
of having separate pots for meat and vegetables wasn't
considered important ("You can always wash the pot.") But
one step might be to figure out which menu items are
perfectly ok for Muslim students and marking them as such

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。

with a "H" on the school menus which get sent to every
home. Another simple step might be to use flavorings, soy
sauce and mentsuyu that don't contain alcohol, and to let the
parents know this.
It struck me that Halal is one expression of a belief that
Japanese culture holds dear: that food is sacred, and should
be treated with respect and gratitude. Also that our health
and happiness are a direct result of
what we choose to eat. The
Japanese expression "itadakimasu"
is of course a gesture of thanks to
the person who prepared the meal
but also an expression of gratitude
to the food itself.
ུ́ै̞ͣͦ̀ͥ
Χρσ͈̤

Maybe the first step is to encourage mutual understanding.
As a student or a teacher at an elementary school, having
some understanding of why it's awkward for a Muslim
student to eat anything that their mom didn't make, breaks
the illusion that they're an "other" with a mysterious food
culture that disdains to touch Japanese food. And if Muslim
parents were given simple information about the ingredients
used for school lunches, and assured that the school cooks
know the basics of Halal, they might be less nervous about
everything at school, and more willing to let their children
join in food activities now and then. My experience as an
ALT at elementary schools has taught me that lunch time is
how kids talk and bond and make friends. Simple steps to
make these times less mysterious and fearful, and instead
foster curiosity, would go a long way toward strengthening
bonds between cultures for the next generation.
Unlike every other interview I've been allowed to do for
YOCCA News, in this case my own thoughts and opinions
were almost irrelevant. The question of Halal and school
lunches is an issue between two cultures both very different
than mine. Regarding Muslims in Yotsukaido, and Japan's
historical relationship to Mideastern countries, YOCCA's
staff were far more well-informed and well-connected than I
am. Also being from America, a country which hasn't exactly
had great success working with the Muslim world, I didn't
feel especially qualified to add to the discussion except by
listening and asking questions. I've often met the opinion
that as a foreigner living in Japan, I should be able to "relate
better to the other foreigners." My experiences in writing
this article made the mistake in that simplistic way of
thinking perfectly clear. The job of YOCCA is not to "make
bonds with foreigners" but to find common grounds and
common threads among the complicated web of interests and
cultures that ties the world together and makes Japan one
country of many.

Immigration and the Future
Also unlike previous articles, the topic is more about
Yotsukaido's future than its past. Japan is coping with a
problem facing many countries around the world - how to
handle immigration. America, an immigrant country from
the beginning, has always struggled. As an example, a wave
of Italian immigrants around the end of the 19th century
encountered fierce and hostile discrimination. Facing an "us
versus them" environment caused them to coalesce and
concentrate in certain neighborhoods, which eventually
helped give birth to the American-Italian mafia. (Japan
probably has a similar story to tell with Zainichi Koreans.)
Even the word "Yankee" probably came from a racial slam
"Jan Kees" used by the British to mock Dutch settlers in the
Colonies. And of course this year's US presidential election
has a lot to say about Mexican immigrants who are
necessary (America's agriculture would collapse without
their labor) integral (burritos and chili are just as American
as pizza) but also despised. Europe hasn't fared much better.
The Germans had their "Guest Worker" program inviting
Turkish laborers to work during a development boom in the
1960's and then were horrified when the guests actually
decided to stay and live in Germany. (I myself accidentally
offended a German business partner by saying I enjoyed
walking around the Turkish part of Frankfurt.) On the other
hand, Germany's Merkel is gambling her political career on
allowing millions of Syrian refugees to enter. Also France,
famous for brutally colonizing Northern Africa, has found
that a century of suffering and bitterness did not simply
disappear when Northern Africans were allowed to
immigrate to France.
Japan is facing a dwindling population. If it doesn't want a
future predicted by Hayao Miyazaki's movie "Laputa" (a
floating city in the clouds no longer inhabited except by
care-taking robots, and no longer existing to the rest of the
world except as legends of a great and fearsome culture that
once was) Japan will have to find a way to keep its nation,
language, and culture intact while still opening it to others.
And I'm personally rooting for a Japan that can solve this
problem more wisely than America and Europe have so far.

ŔłŅłŇ ͈ϋΠρϋΑ
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交流部会は「楽しく！力を合わせて！」をモットーに市民の国際交流を推し進めるために、
各種イベントを企画し市民の皆さんへご案内しています。

「世界を知ろう」シリーズでは、外国の方をゲストスピーカー
にお招きして、“自国の紹介” “文化やしきたりの違い” 等々をお話し
て頂きながら、参加者の皆様とコミュニケーションを図っています。
ↇ⇅ↄ⁋ↆ⅔ࢊם
ༀ࣭͈زၳၑ

「世界の家庭料理」は料理を通じて “食” や “文化”
の理解を深める事を目標に、
（公財）四街道市地域振興
財団との共催事業として、旭公民館にて開催。外国人講師から自国の家庭料理
の指導をいただきながら、参加者と一緒に調理・試食を楽しみます。また、地域
の子供達に “クッキングをしながら英語を楽しく学ぶ” をコンセプトに協力事業
として「英語でクッキング」を四街道公民館にて開催しました。メニュー
は子供達にも簡単に出来る「ソーセージロール」
。最初は緊張気味だった 13 名
の子供達は、調理が進むにつれて手際もよくなり、ソーセージロールが焼き上
げるまでカードゲームを楽しみ、実食の時には英語での会話が弾みました。

「文化交流会」は趣味や娯楽を通じて外国人と日本
人が一体感を味わってもらう為に、日本の伝統文化で
ある「日本茶道のお話」シリーズを開催しています。

「日本の農業」シリーズも予定しています。

ུಋൽ͂ତؚܗ௮͈̤ͤდ

「YOCCA 合唱団」は、外国の方や合唱経験のな
い方、どなたでも参加出来ます。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。
練習日：第１・第３金曜日 15：00 〜 16：30
場 所：四街道公民館（随時団員募集中）
ŚŐńńł ࣣ౬

Information
スポーツを通じて、様々な国の人達と交流を深めようと「フットサル・サークル」
が立ち上がりました。引き続きメンバーを募集しています。国籍・性別・年齢は問いません。
皆様ぜひご参加ください。
ķ  Ķ ȁల Ĳ ٝηȜΞͻϋΈ

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
6

ঈཽസঌςΨκͺ͈͂
ၠ̦̞̞̳̀͘
2016 年 3 月16日〜 23日、
短期留学
生 20 名と共に、
高校生〜 70 代と年齢層も幅
広い訪問団19 名がリバモアへ。
アメリカの生
活や文化を感じてみたい・英語力をアップさ
せたい・以前ホストで受け入れた子供やその
家族に会いたい・平凡な日常生活から脱出し
たい・などなど。
それぞれの思いを胸に集まっ
た19 名。
今回は短期留学を経験し再度リバモ
アを訪れた方々の声をお届けいたします。
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前 回、リ バ モ ア の 学 校 や リ バ モ ア の
方々の人柄など、全てに感動し必ず再訪
したいと思っていたので参加しました。
新たに得たものは語学力です。今回は
一人でホームステイしたので頼る人も
なく英語漬けの毎日だったので。でも一
番は新しい友達が沢山出来たことです。
短期留学を終えた後からホストの子
ςΨκͺ͈૽̹̻
やリバモアで友達になった子達と定期
的に連絡を取り合っていました。ほとんどが途中で途絶えてし
まいましたが、イーストアベニューで友達になった子とはずっ
と繋がっていました。そしてその子と二年ぶりの再会 でも、少
し話をした後彼女が突然私のもとから走り去ってしまい混乱し
ていたら、なんと 前回のホストファミリーが現れたのです。連
絡も途絶えていたし、もう一生会えない
と思っていたので嬉しくて涙が止まり
ませんでした。今までの人生で最大のサ
プライズ
私にとってリバモアでできた友人は一
生の宝物になりました。
連絡を取り続け、
大人になってもずっと友人でいたいと思
います。そしてこの2 年間連絡を取り続
けてくれた子に心から感謝しています。
ۜ൲͈ठٛȊ
たった 1 週間のリバモア訪問が私の
人生を変えました。海外はちょっと怖いし親元から離れるのは
少し勇気がいるかもしれません。でも少しの勇気で自分の価値
観やものの見方が大きく変わります。
もし迷っていたらぜひチャレンジして下さい。迷っていると
いうことは少しでもチャレンジしようと思っている証拠です。
失敗や辛いことも沢山あるかもしれません。でもチャレンジし
ないと何も残りません。何をするにも後悔はつきものです。どれ
だけその後悔を減らせるかが大事です。
今しかできないことを全力でチャレンジして下さい

中学生の時は、ただただ楽しいだけで
終わってしまいました。アメリカの文化
や暮らしを肌で感じ、リバモアの方々と
より深く交流をしたかったので参加し
ました。
新たに得たものは語学力です。前回は
先輩に頼りっぱなしでしたが今回は一
人だったこともあり話さざるをえない
ŎŢŬŰŵŰɕζΠ
状況の中、リスニング力もアップし沢山
話すことができました。
好きなメジャーリーグの話題で、ロサンゼルス ドジャースが
好き と言うと、今すぐ家から出ていけ と言われました。ホス
トはライバルであるサンフランシスコ ジャイアンツの大ファ
ンだったからです。こんな風にいろんな
冗談を交えた会話を沢山できたことが
嬉しかったです。
そして今回一番のサプライズ。ホスト
ファミリーの長男ジェフリーのミドル
ネームが同じだったこと。見せてくれた
学 生 証 に Jeﬀrery Makoto Beaulieu と
書いてあり、びっくり そして祖母の理
子さんから日本の親戚にあなたと同じ
ฒ̱̹ΌȜȜΠ
江頭という名字の方がいるのよ と聞
いてまたまたびっくり！ Our meeting was destiny まさに
運命的な出会いだったのかもしれません。今後も SNS などで交
流を深めて、このご縁を大切にしたいと思います。
旅行で海外へ行くことはあっても、中学生でホームステイを
して現地の学校や暮らしを経験できることはとても貴重なこと
です。
そしてその経験は絶対に自分の中の何かを変えると思いま
す。さらに、いくつになってもリバモアへの訪問や海外の方々と
関わることは刺激であふれていると思うので、どんどんチャレ
ンジしていろんな経験をして下さい。

他の皆さんもホストファミリーととてもいい関係を築き、実りある訪問になったようです。帰国早々、
「本当の家族のようになった
よう、リバモアに帰りたい！」という言葉を沢山耳にします。
自分の中の何かが変わり、キラキラと輝き希望に満ちて帰国した子どもたちを目にするとき、この事業に携わることができて本当に
良かったと感じます。小さい時から日本では、
「人の嫌がることをしてはいけません」と教えられます。アメリカでは「人が喜ぶこと
をしましょう」と教えられるそうです。最終的には同じ意味ですが、ここに日本とアメリカの積極性の違いがあるような気がします。
たくさんの可能性を秘めた子ども達、今後の成長が楽しみですね。
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Ȇࢊࡄڠਘ໐ٛ
通訳語学研修部会は、地域のコミュニティ通訳・翻訳のニーズに応えるべく会員
の皆さまに語学学習研修の機会を幅広くご用意しています。

英会話教室：初級・中級・上級コース
春休み ALT（英語補助教員）との英会話を楽しむ教室：先生
方の個性と得意な分野を生かして多彩なプログラムやカード
ゲームを楽しみました。

英語 “楽” 習会：日本語と英語の背景にある文化の違
いも深層まで笑の中に包み込み “語学” から “語楽” へ

＜今後の予定＞
英語救命講座：日本赤十字ボランテアの方による講座

翻訳教室：実践翻訳術を身に着けるための講座

四街道の名所旧跡を外国の訪問団や、交流団にも楽し
めるコースを選定し、案内できるように地域団体とコ
ラボしてプログラムを作ります。
従来からご好評をいただいている「行ってみよう○○」
シリーズを復活します。
プロに教わる翻訳の技
コミュニティ通訳講座（医療編）

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
8

ུࢊڠਠ໐ٛ
日本語学習部会では市内在住の外国籍市民を対象に日本語教室を開催しています。
27 年度は 56 名の日本語ボランティ
アが 120 名の外国籍市民に日本語学習支援を行いました。
特に近年は市内小中学校において支援を必要としている児童
生徒が増加し、
教育委員会からの要請により多くのボランティアが学校に出向いて日本語学習の支援をしています。
日本
語ボランティアに関心をお持ちの方は日本語学習部会までお問合せください。
日本語学習部会では定例の様々なイベントを行っています。
5 月の
「バス旅行」
、
10 月の社協まつりでの
「ワールドキッ
チン ( 外国料理を調理して販売 )」
、
11 月の市民文化祭での
「外国人による日本語スピーチ発表会」
、
12 月の
「ポットラック
パーティー」
、
このほか、
日本語クラスごとに恒例の親睦行事があり、
日本語学習者とボランティアが一緒に楽しんでいま
す。
また、
協力事業として、
栗山小学校の国際理解授業
「ミートザワールド」
に 6 名の日本語教室学習者と担当ボランティア
が参加協力し、
ボランティアセンター恒例の中高生サマーボランティアスクールのテーマ
「国際交流ボランティアを知ろ
う」
にタイ王国と台湾の日本語学習者及びスタッフが参加協力しました。

＜歌で覚える日本語の発音＞
日本語学習者にとって日本語の発音は母語の発音と干渉しがちで、
更に日本語特有の発音になると一層難しく、
なかな
か身に付かないものです。
日本語火曜クラスでは28年度より、
月に1回40分間の
「歌で覚える日本語」
を始めました。
童謡・
唱歌から厳選して、
総合福祉センターの視聴覚室でボランティアが弾くピアノを伴奏に歌います。
どなたでも参加できま
すので、
ご興味がありましたら日本語学習部会までご連絡ください。

ུࢊޗ

ΨΑၫ࣐

χȜσΡ΅ΛΙϋ

ུࢊΑάȜΙอນٛ

εΠρΛ·ΩȜΞͻ

̢ͥژ́ظུࢊ

ηȜΠΎχȜσΡ
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第６回 千葉県国際交流協会連絡協議会（報告）
人が活動しやすい協会の運営方法②観光日本・魅
力ある町づくり〜姉妹都市交流、外国人の受け入れ
方〜③多文化共生は、交流、干渉、非干渉？④外国人
の地域参加とその支援について）5 つのテーブルに
分かれ、活発な意見交換を行いました。分科会のあ
とには全体会でテーブルごとの意見を集約し、各
コーディネーターが発表を行いました。発表の要旨
については四街道市国際交流協会の HP でご覧いた
だけます。
（URL：http://www.y-o-c-c-.org/）
千葉県国際交流協会連絡協議会は平成 22 年に船
橋市国際交流協会の発案により千葉県の西部地区
国際交流協会の意見交換会として『千葉県国際交流
協会情報交換会』の名称で始まりました。
2 年目には現在の『千葉県国際交流協会連絡協議
会』と名を変え、参加協会も県内全域に広がり、平成
28 年 1 月 30 日（土）には第６回目を四街道市国際
交流協会が幹事協会となり四街道市文化センター
で開催いたしました。
県内 15 協会 1 団体（千葉県赤十字語学奉仕団）か

県内各地の国際交流協会には、活動内容に頻度の

ら 60 名、そしてオブザーバーとして敬愛大学国際

多少や規模の大小はあるにせよ、多くの共通点を見

学部教授、水口章先生も参加してくださり、他の地

つけることができます。また、在住外国人の出身国

域での試みをご紹介下さるなど、課題解決の参考に

の違いにより、課題が異なるケースもあります。そ

なるお話が聞けました。

れらの情報を交換し合うなかで、現在、また将来の
課題解決のための知恵を共有し、新しい活動のヒン
トも得ることができるのではと感じました。
平成 28 年度の第 7 回連絡協議会は香取市国際交
流協会が幹事となり開催されます。
地域の国際交流ボランティア活動としては、姉妹
都市交流に 40 年、在住外国籍市民へのにほんご学
習支援に 16 年の歴史があるものの、組織としては
若い当協会（2011 年 7 月 9 日設立）が幹事協会とし
て連絡協議会を開催させていただいた意義を十二

会議は、新しい試みとして分科会方式をとり、4
つのテーマについて（①魅力ある協会づくり〜若い
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分に確認できた、第 6 回千葉県国際交流協会連絡協
議会になりました。

ॽম̧̦̥́ͥ
̯̹ͦͣȤ
̭͈ȜȜ͉́ȂŚŐńńł মྩ
ޫಿ́Ȃ࣐ଽআ͈֔ષฎং̯ͭ
̦ह̹͈͛ͅ૽࣭ٸȶहၣȷͅ
ͬၙ༹̳ͥ۾ત̱̞̳ٚ̀͘ȃ

まず、適法に日本に滞在する資格がある方か確認しましょう。特別永住者の
方を除き、在留カードを持っていない場合は，原則として就労できません。在
留カードは，企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格を
もって適法に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードです。観
光旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。

ポイント１
ここが「就労制限なし」なら仕事がで
きます。
「就労不可」なら裏面を確認！

ポイント２
ここに記載があれば条件に従った仕事ができ
ます。「資格外活動許可書に記載された範囲
内の活動」とある場合は、資格外活動許可書
も確認しましょう。

在留カードを持っていない場合でも就労できる場合がある方は以下の通りです。
１．旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方
２．「３月」以下の在留期間が付与された方
３．「外交」「公用」等の在留資格が付与された方
４．外国人登録証明書から在留カードへの切替えを済ませていない方 ( 平成 27 年７月８日までに外国人登録証
明書を在留カードに切り替える必要があるので、現在４に該当する方はほとんどいないはずですが。)
これらの方については，旅券や外国人登録証明書等で就労できるかどうかを確認してください。※特に、
「留学」
「研修」
「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留している方については、資格外活動許可を
受けていない限り就労できませんのでご注意ください。
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リバモアとの交流は、来年 40 周年を迎えます。

編集スタッフ

今まで 1100 名余の方々がプログラムに参加されました。異国の人を知

編集長：前田 光久（Teruhisa Maeda ）

る、文化の一端に触れる、そして社会を垣間見ることはいつもワクワクし

江頭 三枝子（Mieko Egashira）

ますね。
「違い」を知り、あるがまま受け入れる寛容の心を持って、できる限

榎並 悦子（Etsuko Enami）

り寄り添っていく姿勢が大切だと思います。今回、体験記をお寄せ下さっ

白石 明子（Akiko Shiraishi）

たお二人をはじめ、若い方々の貴重な体験がご本人達には勿論、私たちの

デヴォン マクネアー（Devon McNare）

これからの社会も豊かにしてくれる種であってほしいと思います。

矢崎 典夫（Norio Yazaki）

今回 Vol.7 では地域コミュニティのいろいろな国の方々との相互理解

監修：米家 靖子（Yasuko Yoneya）

を深めていただきたいと、ハラルを特集いたしました。
そして、
YOCCAはまた新しい種を蒔きつつあります。
ドイツ・ツェレ市
との交流・フットサルサークルを通じての国籍・年齢を問わない交流です。
小さな一粒ひとつぶの種を大切に育て、素敵な花を咲かせるよう会員が
力を合わせています。
どうぞ皆様も、ちょっと立ち寄って“みヨッカ”とお気軽に事務所へお立ち
寄り下さい。
＜編集委員一同＞

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。
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