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平成11年　ロシア 

平成11年　エジプト 

平成15年　ブルガリア 

平成17年　インド 

平成19年　タンザニア 
　　　　　ブレイクタイム 

平成19年　タンザニア 平成20年　スコットランド 平成20年　スロバキア 

現在のメンバー数 

11人 

今期の役員 部会長　・西牧　瞳美 
副部会長・小原三恵子 
副部会長・亥子　和恵 

設立 

平成10年4月 

世界の歩き方部会は今！ 
　世界の歩き方部会は「・・・ってどんな国」と題し、　年2回、　2月と9月に文化講座
を開催しています。　1998年の初回 「スリランカってどんな国」を皮切りにカナダ、　
ロシア、　エジプト、　イタリア・・・そして前回のスロバキアで25カ国を数えるに至りま
した。 
　マンネリ化しつつあった会もその後講師の先生方の熱意、 みなさんのご協力、 部
会員のアイデアなどが相まって、 大盛況なうちに会が催されていることをたいへんう
れしく思っています。 

　次回今年9月には、 ヨーロッパのまるでおとぎの国ような、 平和で小さな美しい国
「スロベニア共和国ってどんな国」を計画しています。 ご参加お待ちしています。 
　みなさんのお知り合い、 又はご近所に講師にふさわしい方が見えましたらぜひご
一報ください。 
　この部会はとてもざっくばらんで居心地の良さが自慢です。 ぜひのぞいてみてくだ
さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（文責　西牧） 

2時間 
そのお国の歴史、 経済、 食を含む文化、 教育、 そして観光スポッ
ト等を映像で解りやすく紹介していただきます。 
講師の先生からいただいたレシピを元に部会員でお茶と手作り
のお菓子を用意します。 
主に講師の先生に民俗舞踊、 歌、 楽器演奏等を披露していただ
きます。 
質問をして、 講師の先生に答えていただきます。 

　文化講座の内容をご紹介します。 
＊所要時間 
＊講座内容 
 
＊ブレイクタイム 
 
＊パフォーマンス 
 
＊質疑応答 



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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新しい会長に

石川則男氏
　5月27日開催の理事会において、新しい会長に石川

則男氏（オーエスジー株式会社社長）が就任されまし

た。前会長の大澤輝秀氏は13年間の在任でした。長い

間ありがとうございました。

　また、副会長に柴田勝氏（ひまわり農業協同組合組

合長）が就任され、新体制による協会事業のさらなる

躍進が期待されます。

　石川新会長に就任のごあいさつをいただきました。

　このたび国際交流協会の会

長という大任を仰せつかりま

した石川則男と申します。若

輩でございますので、このよ

うな大任にふさわしいかどう

か自信はございませんが、皆

様のお仲間に加えていただけ

たことを喜ばしく思います。

　簡単な自己紹介をさせていただきますと、オーエス

ジー（株）に入社して5年余り経った1983年に米国

ジョージア州に赴任いたしました。

　その後1988年にカナダ、翌年に米国シカゴへ戻り、

通算13年余りの北米赴任後、1997年英国、1999年に

ベルギーに引っ越しいたしました。

　通算8年の欧州赴任を終えて、トータル21年半の海

外赴任後、帰国したのは2004年12月です。その間、

1985年に米国ジョージア州で長女、1988年にカナダ

のオンタリオ州で次女に恵まれ、家族ともども大変貴

重な海外生活を体験させていただきました。

　帰国後はすっかり日本の生活に慣れ、やはり日本が

一番と思う毎日ではございますが、豊川市の国際交流

に少しでもお役に立てればという気持ちでございます

ので、よろしくお願い申し上げます。

大澤前会長在任中の

協会活動の変遷

　大澤前会長は平成8年5月から

平成21年5月までの13年間、会

長としての責務を全うされ、協

会の発展に尽力されました。

　振り返ってみますと、平松長

之助前副会長と名コンビの下で、

姉妹都市交流、青年招へい事業

の継承、法人設立10周年記念事

業、愛知万博フレンドシップ国との交流などを通し、

ボランティア活動の推進を図ってきました。

　特に平成10年、キュパティーノ市を訪問した際は、

市民の熱烈な歓迎を受け、多くの人と交流を深めまし

た。また、ジャイカから受託の青年招へい事業で来豊

したアセアン諸国の青年と豊川市民との間で、強い友

情の絆が結ばれました。

　ボランティア組織は、会長就任

時の4部会（ホームステイ、ラン

グウェッジ、ニュースレター、フ

レンドシップ）から年々サークル

が誕生し、最盛期には18のサー

クルが加わり、活性化しました。

　賛助会員についても、大澤前会

長発案による終身会員制度を導入

した効果もあって、就任時の637人から平成15年3月

には983人に増加し、目標としていた1,000人達成ま

で今一歩となり、その後も

努力しています。

　このように、大澤前会長

在任中の13年間は、ボラ

ンティアを中心とした協会

の活動が成長期から安定期

へと推移いたしました。
アセアン青年を歓迎

（市役所にて）

キュ市訪問（デ・
アンザ大学にて）

大澤輝秀氏
退任のあいさつ



株式会社 
〒441-8019 
豊橋市花田町字荒木95番地 
Tel：（0532）31-0012 
Fax：（0532）31-0190 
http://www.himika.co.jp
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　5月21日（木）、財団法人オイスカ中部日本研修セン

ターからインドネシア、トルコ、バングラデシュ、フィ

リピン、ミャンマー、

パプアニューギニア、

パナマ、ホンジュラス、

ケニア、マダガスカル

の10カ国14人の農業

研修生と指導員6人を

お招きしました。

　午前10時からJAひ

まわり管内の農業施設

を見学しました。

　午後6時から勤労福

祉会館視聴覚室で、参

加者総勢75人が6グル

ープに分かれ、茶話会

形式の交流会を開催し

ました。大地球儀を用

いたお国紹介も好評で

した。

　パフォーマンスは、

マダガスカルのルシエ

ン君のギター演奏と研

修生によるコーラスで

した。午後7時30分終

了となりました。

　後日、オイスカから

研修生の寄せ書きが送られてきました。その中からパプ

アニューギニアのエリアス君とパナマのルリスさんのコ

メントを掲載します。

　ホームステイ部会の企画により、6月21日（日）午前

10時から勤労福祉会館調理実習室で開催しました。

　講師は喫茶店オーナ

ーの小野寿美江さん

で、参加者は52人でし

た。 先 生 は 平 成13年

12月に当協会料理教室

の講師をなさったこと

があり、また、市内の

小中学校へ出向いて韓

国料理の作り方を指導

した実績もあり、参加者

の中に先生のフアンが多

数いました。

　メニューはビビンパ、

わかめスープ、即席キム

チ、紅茶ゼリーなどで、

ごま油を使った料理はと

てもおいしく、しかもヘルシーでした。

　先生の人柄の良さもあって、終始和やかな雰囲気で調

理することができました。参加者の年齢層も幅広く、男

性の参加者もあり、次回の開催が楽しみです。

世界の料理教室「韓国料理」

オイスカ研修生との交流会

大地球儀でお国紹介

グループに分かれ交流

料理教室のようす

ビビンパを主体とした料理

研修生のパフォーマンス

寄せられたコメント
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　みなさんは、無
むしゃく

錫市をご存じでしょうか。

　中国江
こう

蘇
そ

省の南部には琵琶湖の3倍も広い太
たい

湖
こ

という

湖があります。無錫市は、その太湖の北を取り巻くよう

に発展した街で、実は人口約550万人の大都市です。江

蘇省の省都である南京市から東に180㎞、上海市から西

に103㎞のところに位置し、上海駅から和
わ

諧
かいごう

号という高

速列車に乗れば1時間足らずで無錫駅に到着できます。

関西空港から無錫空港まで週3便の直行便も運行されて

いますので、来年5月から始まる上海万博をご予定され

ている方も、できれば無錫まで足を延ばし、その雄大な

自然と悠久の歴史に触れていただきたいと思います。

　みなさんは、無錫についてどのようなイメージをお持

ちでしょうか。

日本では「無錫

旅情」という歌

がヒットしてよ

り知られるよう

になったと思い

ますが、実際に

訪ねてみた無錫

は、所によって

色々な表情を見

せ、変化に富んだ街でした。中心街は、真上に見上げる

ほどの高層ビルが立ち並び、縦横に走る三車線の道路は、

なぜか電動バイクと、新旧が入り混じった自動車たちで

とても賑やかでした。街路樹もイルミネーションで彩ら

れ、さすがに中心街は人口550万の大都市の風貌を見せ

ていました。一方、中心街の南にある太湖の鼈
げんとうしょ

頭渚公園

では、黄昏時で赤く染まった波の中を、昔ながらのジャ

ンク（帆船）が走り、まるで何百年も前へタイムスリッ

プしたかのような、幻想的な絶景を見せていました。さ

らに、街中には遠く北京まで至る京
けいこう

坑運河が通り、現在

は新運河の支流的存在に

なった古運河の辺には、

ベニスを思わせるような

古民家がぎっしりと軒を

連ねています。そこは、

改革開放前の中国を見る

ような、素朴で心引かれる景観であり、無錫の観光名所

です。また、アフターファイブの都市公園広場では、若

者たちが仲むつまじくダンスを踊り、早朝の歴史ある

錫
しゃっけい

恵公園では、優雅に、そしてゆったりと真剣に太極

拳をする人々を見ることもできます。

　無錫は、中国においても経済発展が特に著しい、長江

デルタ地域にあ

る中心都市の一

つ で、1年 で 街

の様子がガラリ

と変わると新区

の職員が言うと

おり、行政主導

で想像を上回る

ほどの目まぐる

しい発展を遂げ

てきた街です。しかし、無錫は躍進するパワーで訪れた

人々を圧倒する傍ら、呉文化の発祥地らしく、長い歴史

に培われた懐かしい匂いのする、古くて新しい街でもあ

ります。

　今回、豊川市が友好都市提携を締結した無錫市新区

は、無錫市に七つある行政区のひとつで、人口約60万人、

面積220平方キロメートル、1992年に無錫市の高新技

術（ハイテク）産業開発区として設立された新しい都市

です。世界の工場と呼ばれる中国を象徴するかのように、

新区には外資系企業1500社が進出し、日系企業も260

中国「無錫市新区」を紹介

記念品の交換。豊川市からは「日出乾坤輝」の掛け軸を贈り、
無錫市からは翡翠でできた置物をいただきました

台湾 

上海 

無錫 

北京 

豊川市に新しい友好都市が加わりました！

中国「無錫市新区」を紹介
豊川市企画部国際課　課長　赤谷　雄助



 

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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社ほどが現地工場を設立しています。コニカミノルタ、

東海理化、日立もしかりです。実際、豊川市の工場から

出向している方々にお会いして、話をお伺いしました。

予想はしていましたが、家庭環境や風習が大きく異なる

ことに起因する指導・教育面での難しさは、やはり日本

で行うのとは様子が明らかに違いました。数少ない日本

人スタッフで、3千人もの現地従業員との信頼関係を礎

として統率していくには、良好なコミュニケーションの

形成と、真摯な対応が命綱であると強く感じました。そ

して、驚くことに、てきぱきと業務を行う工員のほとん

どが20歳前後に見える若い女性たちで、その豊富な労

働力と、彼女たちの

月給が1万5千円に満

たないという現実に、

世界の工場と言われ

る理由をかいま見る

思いがしました。  

　無錫市新区とは、

平成18年11月、当時

の市長が日本企業の

進出が著しい深 深垉馴 

秋洗崚咄職 

地

区と無錫地区の視察

を行ったことが契機

となりました。帰国

後、早々に無錫市新

区側から友好都市関

係の申し入れがあり、

そこから両市間の「交

流」がスタートしま

した。現在まで、新

区のトップである周

書記、そして市長にあたる新区管理委員会

深垉馴 

秋洗崚咄職 主任をは

じめとした幹部らが、3年連続して豊川市表敬訪問のた

め来豊され、豊川市からも市長または議長を団長とする

使節団が、それぞれ新区を訪問して親睦を深めてきまし

た。平成19年7月には、新区で友好交流関係締結意向書

を交わし、平成20年5月には、中国政府から、豊川市

との友好都市提携を許可する通知が無錫市を経由して

新区側に届けられました。その後も互いに連絡を取り

合う中、申入れを受けてから2年と4カ月目にあたる今

年の4月15日に周書記を迎え、豊川市で調印式を行う

ことができました。市民に広く知っていただくため豊

川市で調印式を行いましたが、日程が噛み合わず、み

なさんに事前にお知らせする期間がうまく取れません

でした。その反省を踏まえ、「無錫市新区写真展」を6

月から順次、市内公共施設

で開催していますので、ど

こかで目に止まりました

ら、ぜひのぞいてみてくだ

さい。そして、アメリカ・

カリフォルニア州キュパ

ティーノ市に続く、豊川市

二つ目の友好都市「無錫

市新区」について、関心を

持っていただきたいと思い

ます。無錫市新区並びに無

錫について興味を持ってい

ただくほど、みなさんの

交流についての夢も

膨らんでいくものと

考えます。4月15日

に調印した提携書に

は、「文化、スポーツ、

教育、経済、医療な

どの交流を積極的に

行い、相互理解と友

情の絆を深め、互い

の成長と発展に寄与

する」と記されています。まだ、具体的な交流について、

お知らせできる段階にありませんが、みなさんが参加し

やすく、かつ市民活動を基本とした有意義で効果的な交

流にするよう努力してまいりますので、今後もご理解と

ご協力をお願い申し上げます。

古運河の風景。水郷地帯で
水路はたくさん通っている

影絵のような太湖の夕景。
太湖の大きさは琵琶湖の約3倍

無錫市中心部の景観
高層ビルが林立している

高さ88メートルの霊山大仏。
「中国大陸五方五仏」の一つ。
1997年11月開眼で新しい

しんせん

じ

しゅう



ア ピ タ 豊 川 店  

良 質 生 活 ア ピ タ  

豊川市開発ビル株式会社 
豊川市諏訪3丁目133番地 
TEL（0533）8 9 － 3 0 0 0
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　青年海外協力隊の存在は、小学生の頃から、宣伝のポ

スターを見て知っていました。そして、青年海外協力隊

に興味を持ったきっかけは、同じく小学生の頃に見た、

アフリカ大陸の、飢餓状態の子供たちの写真でした。い

つかアフリカ大陸に行きたいという思いは、何年も消え

ることなく、2007年3月、西アフリカにある小さな国、ガー

ナに派遣されることになりました。

　看護師隊員として派遣された私は、ガーナに流行して

いる寄生虫「ギニアウォーム」の撲滅活動に携わりまし

た。ギニアウォームは、飲み水を介して人に感染する寄

生虫です。ギニアウォームの幼虫は、「溜め池」と呼ばれる、

巨大な水溜りの中に住む、ミジンコの中にいます。その

溜め池の水を人が飲むことで、ギニアウォーム入りのミ

ジンコが体の中に入ります。ミジンコは人の胃の中で溶

けてしまいますが、ギニアウォームは生き残ります。人

の体を栄養素にして、ぐんぐん成長しながら、足のほう

へ移動していきます。なぜ足へ移動するか。ギニアウォー

ムは、この土地の人々が、水汲みのために溜め池の中へ

入ってくることを知っているのでしょう。人の足が水の

中に入ったと知ると、足の皮膚をつきやぶって水中に出

て、たくさんの卵を産みます。その卵をミジンコが飲み

込んで、その水を人が飲む･･･というような過程で、どん

どん自分たちの数を増やしていきます。

　じゃあ、溜め池の水を飲まなければ、そんな寄生虫に

は感染しないのに･･･と思うのですが、ガーナの中には、

その溜め池の水しか飲み水がない、という環境に住む人々

が多くいます。ガーナ全土ではありません。首都のアク

ラには、近代的な建物が多くあり、水道も電気もあります。

高級車がきれいなアスファルトの道を走り、お店には整

然と陳列された豊富な食料品、ショーケースにはケーキ、

大きなショッピングモールに映画館もありました。

　首都から約700Km北上したところに、私が2年間暮ら

していた町、タマレがありました。タマレにも水道、電

気があり（ただし、首都もそうですが、いつも水が出る

わけではなく、停電もたびたびあります）銀行も、レス

トランも、インターネットカフェも、そして大きな病院

もあり、道路には信号機や電灯までありました。停電す

ると、信号も消えますが。タマレから、バイクで20分ほ

ど行ったところに、私が巡回していた村々がありました。

　村には、水道も電気もなく、村の人の生活用水は、溜

め池のみ。井戸もありません。牛も羊もヤギも、人々も、

その溜め池の水をそのまま飲みます。洗濯、食事、水浴

び、すべてに、その溜め池の水を使用します。乾季には、

一滴残らず枯れはてる溜め池もあり、そうなると、さら

に遠くの村まで水汲みに行きます。病院も、アスファル

トの道もなく、広大な大地の中を走る赤土の道をゆくと、

土で作られた家の集落が現れる、美しい場所でした。

　村のこどもたちに、初めて出会った時に思ったのは、

元気だ、「生きている」感じがするということでした。日
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青年海外協力隊体験記 

金屋本町　佐藤　里香 
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本のこどもたちが少し心

配になりました。ガーナの

こどもたちに比べ、少々表

情が乏しい気がしたから

です。裸足の子も、裸の子

も、お腹がぽっこり出た子

も、とにかく元気でした。

女の子は、日本でいう幼

稚園の年長さんぐらいの

子から頭の上にバケツを

のせて水汲みに行きます。

男の子も、農作業の手伝いをしたり、遠くの町までもの

を売りに行くお母さんを、自転車にのせて走ったり、細

い足でも体力はありました。もちろん学校にも行きます。

そんな風に、みんな普通に過ごしていました。特に私が

行って、何か手助けをするという必要はありませんでし

た。病気になってもなかなか病院に行けなかったり、生

まれつき弱くて、この世に生まれ出て数日で亡くなって

しまう赤ちゃんもいましたが、村のみんなが病人を見舞

い、亡くなった人を伝統的な葬儀でおくっていました。

　私のような外国人は、村の人々にとって珍しく、もち

ろんギニアウォームを撲滅させるために働きに来た、と

思う人も最初はいなかったので、何か買ってくれとか、

私が身につけているものや、お金を欲しいといって子供

たちが集まってくる、そんな日々が続きました。村にく

るのに何にもくれない、といって怒ってしまう人もいま

した。私は、活動するどころではなく、人々と少しでも

仲良くなって不信感を取り除かなければ、と思い、人々

に挨拶しながら歩き回ったり、農作業の手伝いをしたり、

家に泊めてもらって一緒に食事をしたり、を繰り返し、

ガーナに行ってから1年半が経った頃には、誰もが私の名

前を呼んでくれて、色んな人に受け入れてもらえるよう

になった、という気持ちを持つことができるようになり

ました。

　小さい頃は、アフリカ大陸へ行って、人々の手助けを

したい、と思っていましたが、実際に行き、その土地で、

自分たちの文化を持ってたくましく生きている人々に出

会い、一緒に過ごしたことで、彼らの抱えている問題が

なんなのか、それを知ることさえ、困難なことだと実感

しました。そして、村の人々にとって、安全な水や、病

気になった時に頼れる医療を手に入れることは、気の遠

くなるような話であると感じました。それでも、見ず知

らずの外人を受け入れ、自分たちの生活を見せてくれた

村の人々への感謝を忘れず、村の人々から学んだことは

何なのか、じっくり振り返っていきたい、と今は思って

います。

青年海外協力隊とは…

　自分の能力や経験を、開発途上国の人々のために

生かしてみたい人を独立行政法人国際協力機構（Ｊ

ＩＣＡ）が応援する制度です。1965年4月に発足し、

以後87カ国へ約3万人の人が派遣されました。今年

1月31日現在、77カ国で2,573人が活躍中です。日

本国籍を有し、20～39歳の人が応募できます。（Ｊ

ＩＣＡのホームページから引用）
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外国語講座受講者募集
◆英会話初級Ａ（初級者向け）定員25人

　9月1日～12月1日　毎週火曜日

　午後1：30～3：00　定員25人

◆英会話初級Ｂ（初級者向け）

　9月3日～11月19日　毎週木曜日

　午後7：30～9：00　定員25人

◆日常韓国語会話（初級者向け）

　9月4日～11月27日　毎週金曜日

　午後7：30～9：00　定員20人

◆日常中国語会話（初級者向け）

　9月2日～11月25日　毎週水曜日

　午後7：30～9：00　定員20人

場　所　勤労福祉会館

受講料　一般9,000円　会員5,000円

申込み　8月20日（木）までに電話で事務局へ。

　　　　定員を超えた場合は抽選です。

文化講座「スロベニア共和国」
ってどんな国

日　時　9月12日（土）午後2：00～4：00

会　場　勤労福祉会館　視聴覚室

講　師　キティッチ　ミハさん（スロベニア共和国）

内　容　スロベニア共和国の文化、見所について紹介し

ます。ブレイクタイムでは、現地のお菓子や飲

み物もお楽しみいただけます。

定　員　60人

受講料　一般500円　会員300円

申込み　8月20日（木）から先着順に受け付け。

　　　　電話で事務局へ。

チェコ部会設立記念講演会
　愛知万博で、旧音羽町のフレンドシップ国であったチェ

コ共和国を理解して交流の場を築くことを願い、チェコ

部会が発足しました。その記念講演会を開催します。

日　時　10月3日（土）午後1：30～3：30

場　所　勤労福祉会館　視聴覚室

講　師　小林泉さん　御津町在住

内　容　チェコ共和国在勤3年、現地での体験から見た

人々の素顔と未来への展望を語ってもらいま

す。

定　員　50人

受講料　一般500円　会員300円

申込み　9月7日（月）から先着順に受け付け。電話で

事務局へ。

お月見交流会
日　時　10月4日（日）午後6：30～8：30

場　所　勤労福祉会館　視聴覚室

会　費　大人300円　同伴の子どもは無料

定　員　50人

内　容　この日は満月（十五夜）です。お月見にちなん

だ二胡の演奏と歌、茶話会などを楽しみます。

申込み　9月18日（金）までに電話で事務局へ。

国際理解講座Ⅰ
日　時　10月16日（金）・10月23日（金）・10月30日

（金）・11月5日（木）・11月13日（金）

　　　　毎回午後7：00～8：30

場　所　勤労福祉会館　視聴覚室

定　員　50人

受講料　一般2,000円　会員1,000円

講　師　村井忠政さん（名古屋市立大学名誉教授）

内　容　「多様化する世界の家族―アメリカの家族を中

心に」

申込み　9月17日（木）から受け付け。電話で事務局へ。

おいでん祭に出展しました
　5月23日（土）・24日（日）の「おいでん祭」に出

展し、写真、民族衣装などの展示、浴衣の試着、世

界の民芸品、切手、ジュースなどの販売をしました。


