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　「ひらがなしんぶん」ねえ。初めて聞いたけれど、そ
れってなあ～に？」こんな質問が飛び出しそうな地味な
活動を続けているのが「ひらがなしんぶん部会」です。
毎月1回、確実に発行しているにもかかわらず、皆さん
になじみが無いのは、読者が外国人に限られているから
でしょう。日本語教室の生徒さんたち、各学校に在学の
外国人子どもさんを通して配布しています。
　ある日、食事をご馳走になった後、お茶を出してく
れましたが、その味は、残念ながら味に無頓着な私でも
ショックでした。一杯のお茶を出すためにコーヒーサー
バーで煮出したのです。さっそく、番茶の入れ方の伝授？
です。日本食を作りたいが見当もつきません。料理教室
を開いてくれますかと言われたこともあります。
　また、日本人が「いきゃあせん」とか「だめだら～」
と言っているのを聞きますが、どういう意味ですかとい
う質問を受けたこともありました。勉強していない日本
語を耳にする機会は、以外に多いように感じています。
また、日本語を正確に聞き取ることも難しいのではない

かと感じたこともあります。例えば「きった」と「きい
た」あるいは「いた」と「いった」など促音、また「お
とうさん」と「おとさん」などウ長音などです。
　さまざまな経験と能力をもつ外国人に読んでもらうこ
とを想定すると、どんなことを、どのような言葉で、ど
う表現すればよいだろうか。ひらがなで書けば理解でき
るだろうというような発想に甘さを感じています。　
　彼らは「郷に入っては郷に従うべきだ」という人がい
ます。しかし「郷」が何であるのか分からないのです。
外国人との共存には共感・共鳴が不可欠だと思います。
「生活に密着した内容を伝える」新聞がきっかけで、「あ
あ、そうか」「へえ～、そういうことか」という会話が
出来るようになることを夢みながら発行を続けたいと
思っています。　　　　　　　　　　　　（文責、　丸山）

【現在のメンバー数】　　5人
【今期の役員】　　　　　部会長・丸山正克
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あなたの身近に 
　　　　「ベスト」なひまわり 

豊川市諏訪1丁目1番地　TEL 85-3171 
代表理事組合長　柴田 勝 

グリーンセンター豊川 
グリーンセンター一宮 
グリーンセンター音羽　 

TEL 85-8318 
TEL 93-6111 
TEL 88-6600

産直ひろば中部（Ａコープ中部店内） 
産直ひろば一宮（Ａコープ一宮店内） 
産直ひろば小坂井（Ａコープ小坂井店内） 
 

TEL 89-1201 
TEL 93-2975 
TEL 78-3381
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年11月9日（日）午後1時から、勤労福祉会館大研修
ホールにてワールドフェスティバル2008を開催し
ました。毎年12月に開催してきましたが、今回はキ
ュパティーノ市民親善使節団の来豊に合わせて11月
に開催しました。参加者は407人（日本人179人、
外国人84人、出演者144人）で、これまでの記録を
塗り替え初の400人台に乗りました。会場はキュパ
ティーノ使節団への歓迎の意を込めて星条旗をイメ
ージした風船で飾り付けました。 

　オープニングを飾るのは「サンバエストレーラ」による生バンド演奏とダ
ンスです。ブラジルの情熱的な踊りにキュパティーノ使節団の方々も加わり、
豪華な幕開けとなりました。続いてはフィリピン人グループMANOUVERS 
DANCERSによる踊りです。フィリピンのみなさんは毎年若々しく躍動的な
踊りを披露してくれます。続いてはこれもおなじみになりました『ＪＡひま
わり研修生』の皆さんによる中国の歌です。清らかな歌声
が私たちの心に染み渡ります。 
　今回の注目度ナンバーワンは初参加の「穂の国ウィン
ドオーケストラ」です。穂の国ウィンドオーケストラ
は「豊川市にも吹奏楽団を」と1999年に結成され、
中学生から社会人までのメンバーが活動しています。
今回はポップスを何曲か演奏してくれました。そ
の後参加者も一緒になって豊川観光音頭とフィン
ランドのフォークダンスを踊り、踊り疲れたと
ころでおやつタイムとなりました。世界各国の
珍しいお菓子や料理を楽しんでいただけたでし
ょうか。 
　後半は南米の踊りと音楽が続きます。まずは昨
年も参加の「アシェ」。ブラジルのダンスグルー
プですが、ここにはブラジル人男性と結婚したフィ
リピン人女性も参加しています。こんなところにも
豊川市の国際化を垣間見ることができますね。そし
て「パチャママ」によるアンデス音楽の演奏、「ペ
ルー舞踏アトリエ」による踊りと続き、最後はみん
な一緒になってサルサを踊り、大いに盛り上がって
お開きとなりました。 
　ワールドフェスティバルは毎年多くの会員が一丸
となって運営しています。今回の大盛況もみなさん
の惜しみない努力があってのことと思います。みな
さん、本当にありがとうございました。 

アシェによるブラジルの踊り 

キュパティーノ市の 
マホーニー副市長 

楽しみましょう！ 

スタッフも一緒に踊ります 

ワールドフェスティバルに 
ようこそ！ 



株式会社 
〒441-8019 
豊橋市花田町字荒木95番地 
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JAひまわり研修生研修生のみなさん 

ペルー舞踏アトリエの子供たちの踊り サンバエストレーラ MANOUVERS DANCERS

穂の国ウインドオーケストラ おやつタイム パチャママによるペルー 
音楽演奏 

みんなで豊川観光音頭 

JAひまわり研修生のみなさん 



豊川市御油町栗木山152番地 
ＴＥＬ0533－80－1801 
ＦＡＸ0533－80－1802 
E-mail emi@fb3.so-net.ne.jp

入管手続・帰化申請・内容証明 
遺言書・相続手続・各種許認可申請 

DESPACHANTE  CREDENCIADA

 

（4）

　平成20年には豊川市とアメリカ、カ
リフォルニア州キュパティーノ市とが
1978年に姉妹都市提携して30年にな
りました。昨年はそれを記念して7月に
は豊川市から山脇市長を団長とした32
人の使節団がキュパティーノ市を訪問しました。それに
応えて11月にはキュパティーノ市から副市長のオーリ
ン・マホーニーさんを団長と
した22人の使節団が豊川へ
来ました。
　一行は11月7日から13日
まで本市に滞在しました。7
日は到着が遅かった関係でホ
テル泊でしたが、8日と9日
はホストファミリーの計画で
時間を過ごしました。9日午
後には、使節団員に出席して
もらおうと企画した、協会の

ワールドフェスティバルへ参加の団員もいました。午後
5時からは市民プラザで歓迎会を開催しました。特に今
回は姉妹都市提携を広く知ってもらうために、一般市民

の参加も募りました。10日
から12日は協会が企画した
視察ツアーに参加しました。
10日は午前にトヨタ自動車
を、午後は岡崎城や、市の武
道館で空手や弓道の実技を見
学しました。11日は東三河ふ
るさと公園、ラグーナ蒲郡を
見物し、地域文化広場で茶会
を体験し、豊川稲荷を見物し
ました。中でもふるさと公園

温かい友情に感謝
光明町1丁目　マイナー・アラン、治子

　御油公民館2階の大きなホールに入った途端、自分が
描いていた夢が現実したような風景を目にし、胸がド
キドキしました。テーブルが並び、その上にクラッカー
とアメリカからこの会のためにわざわざ持ってきていた
だいた多種のチーズが紙皿の上にきれい並べてありまし
た。飲み物もポップコーンも揃っています。部会員は全
員揃いのハッピを着て、使節団員の到着を笑顔で待って
いました。私たちが使節団員のみなさんを豊川稲荷など
に案内している間、
準備を着々とこな
し、万全な体制で使
節団員と日本のお客
の皆さんを迎えてく
れました。
　使節団の皆さんに

会いに来たのは、以前ホームステイで知り合いになっ
た人たち、そして中学生使節団を引率した学校の先生方
と市の職員の皆さん、大人使節団や中学生使節団の元団
員たちなど、大勢の方々でした。2時間もの長い間、話
だけで持つのかどうか当初、少々心配でしたが、それで
も、たくさんの懐かしい人達との再会、昔話で盛り上が
り、一緒に写真を撮ったりして、ほとんどの人は最後の
最後までいてくれました。終わりが近づいてきたころ、
誰かが舞台の上にある太鼓に気づき、たたき始めまし
た。その音に刺激されて使節団員の皆さんも加わって、
一緒に楽しくたたいて、会がより盛り上がりました。最
後に集合写真を撮って会を締めくくりました。
　ハッピーアワーの発案は私たちマイナー家だとはい
え、この会の成功は部会員の総力の賜でした。ただ、
感謝の一言です。使節団の皆さんにはきっと、このハッ
ピーアワーを大変喜んでもらえて、豊川訪問のハイライ
トの一つに数えてもらえることでしょう。

22人の使節団員一同（歓迎会の壇上にて）

最後に記念撮影（左端がアランさん、
前列左から4人目が治子さん）

………………………………………………………………………………

豊川市・キュパティーノ市 

キュパティーノ市民 
姉妹都市提携30周年記念 

親善使節団が来豊 
豊川市・キュパティーノ市 

キュパティーノ市民 



 

豊川市光明町2－7　豊川市民病院北 

ＮＥＣパソコン専門店 
文具・事務用品・紙製品 
スチール家具・ＯＡ機器 
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は素晴らしかったと言う声を大勢から聞きました。夕方
5時半からは御油公民館へ移動して、懐かしい旧友と再
会する会（キュパティーノ部会ではハッピーアワーと呼
ぶ）へ参加しました。これはキュパティーノ部会が企画
したものでした。アメリカではディナー（夕食）の前の
時間をくつろぎタ
イムとしてこう呼
ぶそうです。12日
はちょっと足を伸
ばして、日本平か
ら富士山を望遠す
る予定でしたが、
あいにくの曇天で
これは残念な結果

に終わりました。サッポロビール
静岡工場を見学し、サンフランシ
スコのフィッシャーマンズワーフ
と友好提携している焼津の魚セン
ターへ寄って帰途に着きました。
13日は市役所前で解散でしたが、
前日に市長への表敬訪問や記念撮

影を済ませていた関係で、欠席して他の行動をとった人
も多かったようです。
　使節団員は心のこもった歓迎に大変感激していまし
た。当初、キュパティーノ市では応募者が少なかったよ
うに聞いていますが、きっと来られた方には良い印象を
持って帰ってもらえたものと思います。多くの方の相互
訪問で、交流の裾野がますます広がることを期待したい
です。
　前出のハッピーアワーの企画を中心になって推進した
マイナー夫妻と、初めてキュパティーノ市民を受け入れ
た高橋さんに感想文を寄せていただきました。

大浴場へ案内しました！
本野ヶ原1丁目　高橋　章子

　私は7月に市民親善使節団としてキュパティーノ市へ行
き、サッカス家でホームステイをさせてもらいました。
私にとって初めての体験でしたが、彼らの「楽しんで
もらいたい、見たいものを見せてあげたい」という優し
さ、温かさによって緊張や不安はすぐになくなり、新鮮
で楽しい1週間を過ごさせてもらいました。この交流は私
の人生観を大きく変える素晴らしい経験となりました。
　11月にはサッカス夫妻が来豊し、7月にお世話になっ
た分をお返しできる時がきました。1ヵ月前から大掃除
をし、当日迎えに行くまでそわそわして座っていられま
せんでした。彼らが私を待っている時もきっとこんな気
持ちだったのでしょう。土日は新幹線で京都･奈良を案内
し、旅館の和室で宿泊しました。和室内を説明している
と、「部屋のシャワールームを使って良いか」と聞くの
で、ぜひ大浴場を体験してもらおうと片言の英語で一生

懸命説明するのですが、なかなか理解してもらえず大変
でした。アメリカにはない物を体験させることができて
本当に良かったです。お風呂は夜に入り、疲れを取って
から眠るというスタイルをとても気に入っていました。
　私の両親は全く英語が話せないので滞在中に気が滅
入ってしまうのでないかという不安がありました。しか
し、初日から父はサッカス旦那さんと共通の話題で盛り
上がり、すぐに打ち解けていました。「英語が話せなく
ても気持ちは伝わる」という言葉は本当でした。外国人
とほとんど交流したことがない両親にとっても、貴重な

体験になったと思いま
す。父は英語にも少し
だけ興味を持ったよう
です。少し離れてはい
ますが、第2の家族を
これからも大切にし、
交流を続けて行きたい
です。

サッカス夫妻と高橋さん
（左から2人目）親子

提携継続確認書に署名する山脇市
長とオーリン・マホーニー副市長

………………………………………………………………………………

豊川市・キュパティーノ市 

キュパティーノ市民 
姉妹都市提携30周年記念 

親善使節団が来豊 
姉妹都市提携30周年記念 

親善使節団が来豊 
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豊川市開発ビル株式会社 
豊川市諏訪3丁目133番地 
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●国際理解講座�
・・・・国際社会とそこに生きる人々・・・・

　平成20年度国際理解講座Ⅱは、名古屋市立大学准教
授を講師に招いて、午後7時から8時30分まで勤労福祉
会館で4回にわたり開催しました。受講申込者は30人で

した。
　第1回目は昨年12月5日
（金）、山本明代講師から
「アメリカの移民政策と格
差」、第2回目は12月12日
（金）、平田雅己講師から
「アメリカ外交はどう変化
するのか、2008年大統領
選挙を終えて」、第3回目
は12月19日（金）、松本佐
保講師から「キリスト教宗
派対立と市民社会共生論～
北アイルランド紛争の和平
成立について～」、第4回

目は12月22日（月）、福武慎太郎講師から「東ティモー
ルにおける紛争、難民、和解」について、それぞれ講話
がありました。
　山本講師は、1990年代以降、国際的な人の移動が急
増する中で、アメリカの移民政策と社会格差の問題をグ
ローバルにとらえ、分かりやすく解説されました。
　平田講師は、2008年アメリカ大統領選挙の動向を念
頭に、ブッシュ共和党外交8年間の統括と、アメリカ外
交の今後の行方について解説されました。特にオバマ政
権と日本との関係について受講者から質問が多く出て、
大幅な時間延長となりま
した。
　松本講師は、現地調査
を基に、宗教、民族、紛
争、共生をキーワードに
北アイルランド紛争の歴
史とその和平成立の過程を

解説されました。
　福武講師は、東ティモー
ルにおける紛争やそれに
よって発生した難民、そ
の後の和解について、詳し
く解説されました。特に日
本への報道がされにくい中
で、東ティモールの平和のため日本から多額の経済援助
が行われている現状をお話され、皆さんも認識してほし
いと結ばれました。
　なお、国際理解講座Ⅲ「日本語ボランティア講座」は
1月24日から2月21日までの毎週土曜日、午後1時から
勤労福祉会館で開催しています。講師は名古屋市で実践
活動している「ことばの会」のスタッフです。

●県政お届け講座
・・・・国際交流の推進～アジアのあいち、　　　　
　　　　　　　世界のあいちを目指して～・・・・

　昨年10月21日（火）午後7時から勤労福祉会館視聴覚
室で開催しました。講師は愛知県地域振興部国際課主幹
の小山豊三郎さんで、受講申込者は20人でした。
　現在、愛知県には約22万人の外国人が暮らしていま
す。この数は東京都に次いで多く、国際化に伴う多文化
共生、国際交流の今後の施策など、愛知県としての基本
的な考え方について説明を受けました。
　今回初めて県政お届け講座を開催しましたが、夜間に
もかかわらず無料で応じてくれた愛知県の姿勢に対し、
強い情熱を感じました。

※入国管理局資料（平成19年12月末現在）による。北アイルランドを語る松本講師

アメリカ移民政策を語る山本講師

東ティモールを語る福武講師

アメリカ外交を語る平田講師

全国在住の国別外国人数

①中国　　　　606,889人

②韓国・朝鮮　593,489人

③ブラジル　　316,967人

④フィリピン　202,592人

⑤ペルー　　　　59,696人

愛知県在住の国別外国人数

①ブラジル　　80,401人

②韓国・朝鮮　42,252人

③中国　　　　41,605人

④フィリピン　24,065人

⑤ペルー　　　　8,292人



国内旅行・海外旅行 ＊＊ 個人旅行・団体旅行 趣味の民芸・土産・造花フラワー店 

（株）林電工 

恋のれん結び堂 
造花フラワー師範　林　叔子 

豊川市内に2店舗 
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大人のリゾート大人のリゾート　　ニューヨーク！ニューヨーク！
赤坂台　小原 三恵子

　昨年の7月末に、主人とニュー
ヨークを訪れ、「眠らない街、ニュー
ヨーク」を寝る間を惜しんで、1
週間楽しんできました。ぜひみな
さんに紹介したいと思います。

英語の先生　イティとの再会

　今回、ニューヨーク訪問のきっかけになったのは、昨
年の4月に帰国した、旧音羽町の小中学校で英会話を教
えていたイティとの再会でした。
　イティとは、中学校の音楽集会でPTAと一緒にゴス
ペルを合唱しました。
また、国際交流協会で
の「アメリカってどん
な国？」の講師も担当
してもらい、ニューヨー
クの魅力をたっぷりと
紹介してもらいました。
本場のジャズ、ゴスペル、ミュージカル

　ニューヨークの音楽といえば、ジャズとゴスペルです。
まずはジャズで有名なブルーノートを訪れました。ラッ
キーにも、日本のジャズピアニスト、上原ひろみのライ
ブがあり、最前席でピアノの指遣いまで堪能しました。
観客のほとんどはアメリカ人で、ノリのいいライブは最
高でした。
　一方、ホテルのそばにあるブルックリンのタバナクル
教会では、100人もの聖歌隊による心に響くゴスペルに
感動しました。参加した信者たちは、聖歌隊とともに一
緒に歌い、神への感謝を表現していました。ゴスペルは
鑑賞のための曲ではなく、信者の心をつなぎ合わせる聖
歌ということが理解できました。
　またニューヨークといえば、ミュージカルです。マン
ハッタンのブロードウェイには、30以上ものミュージ
カル専用劇場が並び、世界中からそれを楽しもうとたく
さんの観光客が集まってきます。

　私たちはその中から「オペラ座の怪人」を選びました。
思ったより小さな劇場でしたが、出演者の力強い声は、
心に染み入る迫力がありました。
真夜中のエンパイアステートビルディング

　ミュージカルを見たあと、ネオンサインで有名なタイ
ムズスクエアを散歩し、地下鉄でエンパイアステートビ
ルディングに向かいました。
　ニューヨークで一番有名な（世界でも一番でしょう）
このビルは、高さ443m、102階建て、1931年完成の
歴史のあるビルです。
　夜の11時というのに、エレベーターには長蛇の列、1
時間以上待って、やっと地上86階の展望台に到着しま
した。展望台からはマンハッタンの夜景が一望でき、
ニューヨークに来たんだと実感しました。
大人が楽しめるニューヨーク

　ニューヨークには、1週間でまわり切れない数多くの
観光ポイントがあり、どこも観光客を楽しませるホスピ
タリティがあります。
　映画「ナイトミュージアム」の舞台となった、恐竜が
有名なアメリカ自然史博物館や、世界の名画がどこまで
も並ぶメトロポリタン美術館（フラッシュを使わなけれ
ばカメラOK！）など、芸術・文化を堪能できます。

　疲れたときには、その二つのミュージアムの間に拡が
るセントラルパークを散策するのもおすすめです。リス
たちが歓迎してくれます。
　その他にも、ショッピングの五番街やSOHO、有名な
自由の女神、人種のるつぼを実感できるチャイナタウン
やリトルイタリー、巨大な建造物ブルックリン橋など書
ききれないほど訪問することができました。
　ニューヨークは世界的な観光地ですが、大人が楽しめ
る芸術やおいしい食事、ショッピングなど魅力的なポイ
ントがいっぱいです。また行きたいな　ニューヨーク！
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文化講座「スロバキア共和国ってどんな国」
日　時　2月14日（土）午後2時から4時まで
場　所　勤労福祉会館視聴覚室
定　員　40人
受講料　会員300円、一般500円
講　師　スロバキア共和国出身・豊橋市在住
　　　　荻野デニサさん
内　容　スロバキア共和国の文化、生活習慣などを紹介

します。ブレイクタイムには、お国の飲み物と
菓子を楽しみます。

申込み　先着順に受付中。電話で協会へ。

世界の料理教室「インド・ネパール料理」
日　時　2月22日（日）午前10時から午後1時まで
場　所　勤労福祉会館調理実習室
定　員　40人（中学生以上）
受講料　会員600円、一般800円
講　師　ネパール出身・豊川市在住
　　　　大竹・シン・アルパンさん
献　立　カレー 2種（チキン、野菜）、チャパティ（イ

ンドの薄焼きパン）、ベジタブルバコーダ（野
菜かき揚げ）、サラダ、チャイ（ミルクティ）

好評につき定員に達しました。御了承くださいm（_ _）m

ボランティア研修

�オイスカ中部日本研修センター訪問

　昨年10月18日（土）、豊田市にある�オイスカ中部日
本研修センターを訪問し、オイスカについての知識を広
め、5月に来豊した研修生と再会、交流を図りました。
参加者はボランティア部会のリーダーなど13人でした。

　オイスカでは、午前中、
森田部長からオイスカ事業
全般の説明を受けました。
その後、研修生を代表して
インドネシアのジュル君か
らお国の紹介がありました。
　昼食は、高浜ロータリー

クラブの皆さんを交えて、研修生と一緒にスリランカ風
カレー、エビの天ぷらとサラダをいただきました。
　午後は、インドネシア、東ティモール、パプアニュー
ギニア、ホンジュラス、ガーナ、マダガスカル各国の研
修生11人と私たち13人が4
つのグループに分かれ、お
国の話や日本での生活など
情報交換しました。
　午後3時過ぎ、後ろ髪を
引かれる思いで、帰路に就
きました。

青年海外協力隊員の活動状況
　国際協力機構（JICA）の青年海外協力隊員として、
豊川市の次の3人の方が現地で活動しています。
●中野朋子さん（小桜町）
　平成19年1月からアフリカのセネガル共和国へ。西
部のカフリン県の小学校で図工、体育、音楽を指導。
●田中美穂さん（篠田町）
　平成20年6月からアフリカのブルキナファソへ。現
地小学校の教員にカリキュラム改善などを指導。

●門林美笛さん（御油町）
　平成21年1月からタイ王国へ。北部のチェンマイ市
の老人施設で入所者の介護や現地スタッフを指導。
　なお、松井佳代さん（本野町。平成10年アフリカ
北部のチュニジア共和国で少年に卓球を通じ道徳を
指導）と、古橋綾さん（御油町。平成16年ブルガリ
アのヴァルナ市の障害者通所施設で、スタッフにカリ
キュラムを指導）の2人は、帰国後、当協会の会員に
なり、ボランティア部会で活躍しています。　

楽しい昼食会

グループに分かれて交流


