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　Ｃｉａｏ！　Ｃｉａｏ！
　イタリア語部会は、イタリア語語学講座を受講した人
たちが、講座終了後さらに勉強していきたいとのことで
発足しました。平成12年にイタリア語サークルとして
スタートし、今年で11年目を迎えます。
　その後、イタリアに興味のある人、イタリア語を勉強
したい人、イタリアにいた人などが徐々に集まりました。
他の外国の人たちとは違い、豊川市にも、また、愛知県
にもイタリア人は少なく、交流の機会もほとんどありま
せん。しかし、メンバーはイタリアが大好きです。
　活動としては毎月1回ほど、前にイタリアにいた方を
先生に、イタリア語を勉強しています。先生からは会話
や文法などを教わっています。料理、音楽、芸術などイ
タリアの文化は日本人の身近にたくさんあり、とても身
近な国だと思います。
　発足当時からのメンバーも、「語学は継続が必要」と

の認識でイタリア語の勉強を頑張っています。どこの国
の言語も奥は深いと思いますが、イタリア語も全く同じ
です。勉強していても、あまりの奥の深さに時には挫折
しそうになりますが、部会の活動に参加することにより、
同じ志を持った人たちと楽しく勉強ができ、また継続す
ることができます。部会がそういった場所になっている
のではないかと思っています。
　最近では、イタリア人の講師の方をお願いしてみんな
で勉強会などを行ったり、イタリア映画や音楽の鑑賞な
ども行っています。
　今期は第4金曜日午後7時30分から協会事務局にて活
動しています。イタリアに行ってみたい人、イタリア語
を勉強したい人、イタリアに関することで興味のある人
の参加をお待ちしています。ぜひ一度見学に来てくださ
い。多くの仲間が増えることを楽しみにしています。

（文責　山口）

【現在のメンバー数】

　6人
【今期の役員】

　部 会 長　山口貫太郎
　副部会長　加藤　俊之
【設立】

　平成12年

イタリア語部会は今！ イタリア語部会は今！ 
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　今年度の行事予定が決まりました。毎年好評のおなじ

みのものとともに、いくつかの新しい企画もあります。

特にたくさんの交流会があります。どれもいろいろな方

に楽しんでもらえるように各部会が頑張って用意してい

ます。ぜひ参加してみてください。

　また、詳細は順次「We」「広報とよかわ」誌上で紹

介します。お問い合わせは事務局までお願いします。

■交流会■

・オイスカ研修生との交流会（5月）
・七夕交流会（7月）
・バーベキュー交流会（7月）
・おまわりさんと話す会（8月）
・お月見交流会（10月）
・国際交流ハイキング（11月）
・ワールドフェスティバル2011（12月）
・節分交流会（1月）
・留学生のホームビジット交流
・日本語教室課外授業
■青少年交流事業■

・キッズワールドサマースクール（7月）
■姉妹都市等交流■

・マレーシア中学・高校生派遣（8月）
・マレーシアジュニアフレンド来豊（11月）
■広域交流事業■

・トリード市高校生派遣（7月～8月）
■講座■

・国際理解講座（6月、2月）
・どんな国シリーズ（9月、2月）
・世界の料理教室（6月、2月）
・チェコ講演会（9月）
・日本語スピーチコンテスト（10月）
・東三河日本語スピーチコンテスト（1月）

■語学講座■

・英語　基礎英会話（昼：5月～7月）
　　　　やさしい英会話（夜：5月～7月）
　　　　英会話初級A（昼：9月～11月）
　　　　英会話初級B（夜：9月～11月）
　　　　やさしいディスカッション（昼：1月～3月）
　　　　フリーディスカッション（夜：1月～3月）
　　　　ボランティア通訳（昼：1月～3月）
・日常ポルトガル語会話（夜：5月～7月））
・日常中国語会話（夜：9月～11月）
・日常韓国語会話（夜：9月～11月）
・日常スペイン語会話（夜：1月～3月）
■外国・外国人支援事業■

・日本語教室の開講（3月～7月、9月～2月）
・ペクラの開講（毎週土曜日）
・外国人日常相談事業
・広報とよかわポルトガル語・スペイン語版編集
・ひらがな新聞発行（年間12回）
■啓発普及活動■

・Weの発行（年間4回）
・ホームページでの情報提供（随時）

賛助会員を募集しています
　賛助会員を募集しています。
　協会では年間を通して賛助会員を
募集しています。会員になって各種
イベントに参加し、国際交流を楽し
んでみませんか。友達の輪が広がり
ますよ。

　会　費　個人会員　年額 　　一口　　3,000円
　　　　　家族会員　年額 　　一口　　5,000円
　　　　　団体会員　年額 　　一口　10,000円
　　　　　終身会員（個人） 　　一口　30,000円

平成23年度の主な行事を紹介します平成23年度の主な行事を紹介します
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　平成22年度の国際理解講座Ⅰは、名古屋国際センタ
ー日本語の会代表・小川千鶴さんを講師に招いて、日本
語ボランティア養成講座を3回にわたり行いました。3
回とも土曜日の午後1時30分から3時30分まで音羽生涯
学習会館で開催しました。受講者は18人でした。
　第1回目は1月22日「日本語の必要性について」、第2
回目は1月29日「学習者とどう接するか」、第3回目は2
月5日「初級の実践」をそれぞれテーマとして、学習し
ました。
　当協会からも日本語教室部会のスタッフが大勢受講し
ました。従来から日本語を上手に教えるために自分自身
が勉強したり、外部の養成講座に参加したりして、指導
者として理解しておく必要のある文型や文法を学んでき
ました。今回の講座で視覚に訴える媒体の用い方などを
習得し、今後の教え方に応用できると思いました。

　受講者にアンケートをお願いしました。主な感想や要
望は次のとおりです。
・日本語ボランティアに興味があったので受講した。内
容が濃く大変参考になった。
・今回紹介された磁石付き数字カードは使いやすく、す
ぐ役立つと思う。
・豊川で実施している日本語教室の状況をもっと具体的
に知りたい。

災害義援金受付中
　3月11日、東日本を襲った地震と津
波、原発事故は目を覆います。
　協会では義援金を受け付けています。
　なお、第1回分として、中日新聞社会
事業団に102,000円寄託しました。

　国際理解講座Ⅱは、名古
屋国際センター地球市民教
室講師を招いて、「日本で
感じた私の国の環境問題」
という大きなテーマに基づ
き行いました。3回とも土
曜日の午後1時30分から3
時まで開催しました。受講
者は16人でした。
　第1回目は3月5日、社会

福祉会館でアディカリ・ホムさんから「ネパールの自然
保護と環境問題」について、第2回目は3月12日、勤労
福祉会館でベガム・シャムシャドさんから「バングラデ
シュの歴史の変遷と環境問題」について、第3回目は3
月19日、勤労福祉会館でチ・ウナさんから「カナダの

多文化社会と環境問題」について、それぞれ講師の目か
ら見た各国の考えや取り組みを説明されました。
　3人の講師は、流ちょうな日本語で、受講者の質問に
笑顔で答えていました。
　今回の講座は、平成22年度に愛知県で開催された生
物多様性条約第10
回締約国会議に関連
し、「環境」をテー
マにしました。
　外国人講師による
講座は大変興味深く、
機会があれば今後も
続けてほしいと多く
の受講者が希望して
いました。

講師のベガムさん

会場のようす

国際理解講座Ⅰ　～日本語ボランティア養成講座～

国際理解講座Ⅱ　～世界の環境問題を考える～
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文化講座「ペルーってどんな国」
2月5日（土）　世界の歩き方部会

　勤労福祉会館大研修ホールで午後2時から開催しまし
た。講師は国際交流協会スペイン語講師の藤田ミゲルさ
んで、参加者は137人（スタッフ含む）でした。
　今回は大研修ホールで開催することになりました。
　会場が広いため、どのように行うか悩みましたが、ペ
クラ、パチャママ、ラテンアメリカ部会、フレンドシッ
プ部会の協力を得ることができました。
　当日、講師のミゲルさんは民族衣装を着て登場、
ペクラの子どもたちによるペルーの踊りとパチャマ
マのフォルクローレ演奏をお話の間にはさみながら、
ペルー共和国の歴史、文化、生活習慣などを紹介し
ました。

世界の料理教室「ナイジェリア料理」
2月20日（日）　ホームステイ部会

　勤労福祉会館調理実習室で午前
10時から開催しました。講師は
蒲郡市英語指導助手でアフリカ大
陸のナイジェリア連邦共和国出身
のオジョ・アビオドゥンさんで参
加者は46人（会員14人、一般32
人）でした。
　メニューは①ぺぺスープ、②オ
ベー、③オクラソース、④オーレ
イ、⑤フフでした。料理を簡単に
説明します。①はヤギ肉を使った
スープでコンソメ、ミント、タイ
ムなどを加えて煮た物です。②は揚げた鶏肉をトマトソ
ースで煮込んだ物です。③はオクラをみじん切りにして
水と塩を加えて茹でた物で②と絡めて食べます。④は赤
ピーマン、玉ねぎ、トマト、豆、コンソメなどをミキサ
ーにかけて蒸した物です。⑤はヤム芋の粉にお湯を加え
て弱火で練った物です。想像が付きましたか？少し変わ
った料理でしたがおいしかったです。

節 分 交 流 会
1月30日（日）　フレンドシップ部会

　勤労福祉会館大研修ホールで午後2時から開催しまし
た。参加者は92人（スタッフ含む）でした。
　今回は平松忍さんのペープサート（紙人形劇）「日天
さん・月天さん」からスタート、次に節分のお話、彩華
組の和太鼓の演奏、豆まきなどを行いました。
　日本文化紹介部会の方々による抹茶と、スタッフ手作
りの鬼饅頭をいただきました。和太鼓の演奏は大変迫力
があり、参加者も体験させていただきました。最後に恒
例の豆まきを行い、楽しい会になりました。

　会場には民族衣装、写真、装飾品を展示、ブレイクタイ
ムには、ペルーレストラン「ナスカ」の紫とうもろこしの
ジュース、クッキー（アルファホール）、ミートパイ（エン
パナーダ）を賞味しました。ペルーの方などたくさんの外
国人の参加があり、にぎやかな会になりました。

講師（左端）の説明

メニューの一部

彩華組の和太鼓と参加者 豆まきのようす

左から司会者と通
訳と講師 パチャママの演奏

ペクラの子どもたち

こ ん な 行 事 が あ り ま し た 
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　筆者の外崎さんは以前、日本語教室で活躍され、体験

を踏まえて、外国へ活動の場を広げられました。前号の

「日本語教室と生徒の今」の記事の中で紹介する予定で

したが、紙面の都合で今回の掲載になりました。

ドミニカ共和国
前日本語教室部会員　外崎範子

　みなさんは「ドミニカ共和国」がどこにあるかご存知
でしょうか。カリブ海に浮かぶエスパニョーラ島の東側
3分の2がドミニカ共和国で、西側3分の1は2010年1月
に大地震があったハイチです。日本との時差は－13時

間です。
　気候は大きく分けて5月～11月
の雨期と12月～4月の乾期です。
日差しが強いので着いた途端、か
なり日に焼けてしまいました。そ
れでも風が吹いて湿度は低いので
日陰は気持ちがいいです。

　そんなドミニカ共和国に私は2010年6月に独立行政
法人国際協力機構（JICA）から「日系社会青年ボラン
ティア」の“日系日本語学校教師”として派遣されました。
　今から54年前「カリブの楽園」を夢みてこの地に入
植された方々がいらっしゃいます。さまざまな困難を経
て現在約950名の日系人が生活しています。その中で私
が所属する日系人協会は、自身が運営する日本語学校を
通じて日本語という言語だけでなく、日本のよき習慣や
文化を子孫たちに継承して欲しいという思いが強くあり
ます。私たちボランティアはそのお手伝いをさせていた
だいています。
　日本語学校は首都サントドミンゴ（以下ＳＤ）校の他、
地方校を合わせ6歳から18歳までの約100名の児童生徒
が学んでいます。私はＳＤ校で活動していて、担当は9
歳前後の子どもたちが13名の2年生クラスです。平日は
子どもたちが現地の学校に通っているので、日本語学校

の授業は土曜日に3時間ありま
す。1～2年生は木曜日の夕方
にも1時間半行っています。
　地方校では日本語が母語の1
世の方と接する機会もあります
が、ＳＤでは多くの子どもたち
が日常日本語を耳にしたり（も
ちろん話したり）する機会があまりありません。そのた
め日本語を学ぶ必要性や意識がどうしても低くなってし
まいます。そんな子どもたちにどうしたら日本語に興味
を持ってもらえるのか･･･日々悩んでいます。
　青年や成人になると、ある程度のレベルに達していれ
ばJICAが行う日本での研修に参加したり、大学に留学
したりできます。十分なレベルがある方はJICA事務所
や大使館で働いている方もいらっしゃいます。子どもた
ちがこのような先輩たちを目標に頑張ってくれると嬉し
いのですが…。
　日本語学校では1年を通していろいろな行事がありま
す。大きな行事として盆踊り大会、お話大会（スピーチ
コンテスト）、運動会、学習発表会などがあります。父
母たちが頑張って準備をしてくれ、子どもだけでなく家

族で楽しんでいます。ときに
はお酒も入り…。この国の人
たちは“楽しむ”ことが上手
だと思います。
　ここの食事は、日本人の私
には少し塩辛く感じたり、一
食の量が多いのですが、いつ

の間にか慣れてしまいました。それから何と言ってもフ
ルーツが安くておいしくて豊富です。マンゴーも時期に
なれば毎日丸かじりできますよ。
　雨が降れば道路が川になったり、信号機はあるけれど
作動していなかったり、突然停電したりと不便なところ
もありますが、そんなところも含め楽しく生活していま
す。
　2012年の帰国までまだ少しあるので、これからどん
なことがあるのか楽しみです。

日本語学校のイベン
トで振舞われたぼた
餅を頬張る外崎さん

ドミニカ共和国 

メキシコ 

アメリカ合衆国 

ベネズエラ 

コロンビア 

ドミニカの首都、サント
ドミンゴの市街

▲海外滞在記 ▼
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　1月26日(日)午後1時30分から、豊橋駅前文化ホールにて第１

回東三河日本語スピーチコンテストが開催されました。このコンテ

ストは東三河5市の国際交流協会の関係者等がメンバーである東三

河スピーチコンテスト実行委員と、5市の国際交流協会が主催して

開いたものです。小中学生の部に17人、高校生以上一般の部に6

人の参加がありました。豊川市から参加して入賞した3人のスピー

チ原稿を、2回にわたりご紹介します。今回は小中学生の部で優秀

賞に選ばれた村上ジョンさんと、高校生以上一般の部で最優秀賞に

輝いた孫利偉さんのスピーチです。掲載文は提出していただいた原

稿のとおりです。

した。長い間日本を離れていたので、とても緊張して、
だれともしゃべることができなかったのですが、少しず
つ日本語を思い出したときはうれしかったです。でも、
3年生から6年生までに4年生と5年生がありました。
　その間みんなは、ぼくより漢字などいろんなことを学
んでいたので、ぼくはとてもおくれていたことを知りま
した。おくれを取りもどすために努力をしましたがすぐ
に卒業になり、ほとんどわからないままになってしまい
ました。
　中学校に入学してむずかしいことが多くなりました。
漢字を知らなくて、とてもこまりました。テストも授業
もできないことが多くて、成績が下がっていき、いのこ
りなどをしてがんばりました。
　中学2年生、今ぼくは、本を読み始め漢字を勉強し、
前より授業がらくになりました。今では、図書室にいっ
て本を読んで、みんなに追い付いた気がしました。これ
からは、いろんなことに挑戦していきたいと思っていま
す。

孫　利偉　（豊川市、会社員、中国）
　「平和への想い」
　僕は中国から来ました。中国で戦争についての話は教
えられましたが、平和については自分で考えたことがほ
とんどありませんでした。日本に来てから4年になりま

村上ジョン　（豊川市立南部中2年、ブラジル）
　「がんばる気持ち」
　ぼくは、小さいころから日本
にいました。日本では、ようち
えんのころから小学3年生まで
いました。その間ぼくは、たく
さんの友達に出会いました。と
てもやさしくて、たのしい友達
でうれしかったことを覚えてい
ます。
　小学校に入ってからは、いじめられたことがありまし
た。外国人だからということで、いろんなことを言われ
ました。そういうときは、学校など行きたくないと思っ
たこともなんどかありました。でも、そのときはやさし
くしてくれる友達のことを思い出して、学校に行ってい
ました。小学3年生まで、ずっと学校に行きましたが、
ある日、家に帰ったら、母に「ブラジルに帰るよ」と言
われて、悲しくなりました。
　ブラジルに帰って、4ケ月間だけいると言われました
が、そのあと2年間ずっといることになったので、ブラ
ジルの学校に行き始め、日本語をわすれていきました。
　2年間たったとき日本に帰ってきて、6年生に入りま
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す。いろいろな人と出会って、いろいろな想いが分かる
ようになりました。日本は戦争を起こした側でもありま
したが、一方で戦争の被害者でもあります。そこで日本
人は平和への強い想いを世界の人々に見せているのでは
ないかと思います。毎年開催される広島・長崎の被爆記
念式典はまさにその証明です。僕は2008年の広島被爆
記念式典に参加しました。被爆建造物見学や被爆者の話
を聞くことで、たくさんのことが分かったし、自分自身
も大きく成長できたと思います。それから、平和につい
て自主的に考えるようにもなりました。平和とは世界の
人々が普通に生活できることだと思います。でも、この
ような生活は簡単には手に入りません。しかし、戦争や
争いを無くしたら、このような生活は実現できるかもし
れませんが、今の世界では無理だと思います。広島で被
爆者の話を聞くときに、特に印象に残っていたことがあ
ります。「戦争を無くすこと、核兵器を無くすことは、
いまは私たちにはできない。私たちにはできることは、
思いやりのこころをもって、人と暖かく接することで
す。」と被爆者の一人はそう言いました。僕は、この話
に感動しました。この話から被爆者の平和への強い想い
を感じました。ちょうど広島から名古屋に戻って1ケ月
経った頃、数十年前にも中国と日本との間にこのような
「思いやり」に関する話があったということが分かりま
した。岐阜県の瑞浪市でこの被爆者の話を体現した中国
人と日本人が40年前にすでに存在していたのです。「人
と暖かく接すること」を実現したこれらの人たちを記念
する式典に参加しました。
　それが2008年の9月21日、岐阜県の瑞浪市で開催さ
れた中国人殉難者慰霊供養祭でした。このような静かな
ところで中国人の殉難者のために、42年間も続けてわ
ざわざ式典を開いていることは大変素晴らしいことだと
思います。
　中国と日本は一衣帯水の隣国です。古くから友好交流
の歴史が続いてきました。しかし、中日戦争で中国と日
本の関係が悪くなったことは非常に残念に思っています。
しかも、戦争中、中国人だけでなく、朝鮮人をも日本に
強制的に連れてきて、重労働につかせていました。当時、

「労工狩り作戦」という言い方も存在しました。この言
い方から、当時の労働状況がどれほど残酷なのか、少し
分かるようになりました。この人達に提供された宿舎は
風呂なしの非常に悲惨なバラックなどです。食事として
は小麦粉とこめぬかで作ったパンしかありませんでした。

しかも、1日3個しかもらえま
せんでした。このような厳しい
生活状況で重労働を任されたの
ですから、いかに大変だったこ
とか、その苦労が察せられます。
それから、工事現場の温度はと
ても低く、私たちは15分ぐら
いでも耐えられない状態でした。

その時の労働者たちはもっと大変だったと思います。そ
して、栄養がうまく取れなかったので、39人の中国人
は日本で命を失いました。資料によると最年長者は61
歳で、最年少者はまだ17歳です。人間が人間として生
きられないということは非常に残念なことだと思います。
　しかし、中国人の強制労働者の悲惨な生活状況を見た
近所の日本人はとても同情して、サツマイモなどの食べ
物を強制労働者に与えました。このような形で生き残っ
た中国人が労働を終えて中国に帰るときに、丁寧に村の
家々をまわって、お礼を述べたのです。人はお互いに支
え合うからこそ生きることができるのです。これはまさ
にその証明です。思いやりという、あの被爆者の話の魂
が伝わってくる話だと、この場を通じて、僕は強く感じ
ました。
　僕たち若者に今できることは思いやりのこころを持っ
て、人々と暖かく接することです。お互いに思いやりを
感じるように努力することも、世界平和に繋がっている
と、僕は強く信じています。このような暖かい思いやり
をできるだけ多くの人々に知らせ、行動に移させようと、
僕は考えています。
　日本に来なかったら、多分僕のこの平和への想いも存
在しなかったことでしょう。これは日本と私をつなぐ大
切なストーリーです。
　以上。ご静聴ありがとうございました。
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●オイスカ研修生交流会参加者募集
日　時　5月19日（木）　午後6時～7時30分
場　所　勤労福祉会館視聴覚室
定　員　40人　　　参加費　無料
内　容　（財）オイスカ中部日本研修センター農業研修

生（アジア、大洋州、アフリカ、中南米）との
交流。

申込み　電話（83-1571）で事務局へ。

●おいでん祭に出展
日　時　5月28日（土）、29日（日）
場　所　市野球場特設ブース
内　容　ブラジル、ペルーの飲み物、食べ物、民族衣装、

着物試着など。野外ステージでは、南米の子ど
もと日本人ボランティアによるパチャママとア
トリエが音楽と踊りを披露。

●世界の料理教室「中国料理」
日　時　6月26日（日）  午前10時～午後1時
場　所　勤労福祉会館調理実習室
定　員　36人　　　
受講料　会員600円、一般800円
講　師　中国家庭料理　梁芸（りょうげい）さん
献　立　水餃子、生ピーナッツの煮物、空心菜のにんに

く炒め
申込み　6月10日（金）までに電話で事務局へ。
　　　　応募者多数の場合は抽選。

●中学・高校生体験学習プログラム
inマレーシア2011参加者募集

期　間　8月17日（水）～24日（水）
行き先　マレーシア（クアラルンプール、コタバル他）
定　員　15人程度　　　参加費　15万円程度
申込み　5月18日（水）までに事務局へ。

事務局職員の異動
　おなじみの近藤佐緒里さんが4
月1日に就任しました。3度目の
勤務です。皆さん、どうぞよろし
くお願いいたします。

●キッズワールドサマースクール
参加者募集

日　時　7月17日（日）　午前8時30分～午後5時
行き先　やまびこの丘（新城市）
対　象　小学校4年生～6年生
定　員　40人　　　参加費　1,200円
内　容　ニジマスのつかみ取り、スイカ割りなど。
申込み　6月27日（月）から電話で事務局へ。先着順。

●国際理解講座受講者募集
テーマ　「中国を知るーどう中国と付き合うかー」
日　時　6月25日「中国人とのコミュニケーション①」

愛知大学地域政策学部教授　荒川清秀さん
7月2日「中国経済の光と影」
愛知大学経済学部教授　李春利さん
7月9日「中国人とのコミュニケーション②」
愛知大学現代中国学科教授　薛鳴さん
7月16日「中国人と40年『昨日、今日、明日』」
蝶理㈱取締役中国総代表　井上邦久さん
7月23日「中国現代映画入門 フォ･ジェンチイ
　　　　　監督について」
愛知大学現代中国学科准教授　藤森猛さん
※5回とも土曜日、午後2時～3時30分

場　所　健康福祉センター（いかまい館）　上長山町
チケット　会員2,500円、一般3,000円　定　員　70人
　　　　　（前売りは200円割引き）
申込み　6月8日（水）～20日（月）事務局でチケット販売。


