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　私たちは、豊川市を中心に住んでいる在日ラテンアメ
リカ人のグループです。私たちの多くは、デカセギを目
的として来日し、お金が貯まったらすぐに母国に帰るつ
もりでした。しかし、日本に何年か住み続けるうちに家
族ができ、子どもが生まれ、そしてこの国の習慣を受け
入れ、溶け込んでいきました。
　現在、子どもたちの親はいろいろな問題を抱えていま
す。まずひとつは、日本語の知識が足りないために、学
校に通う自分の子どもたちの教育面の支援ができないこ
とです。そして、同じように子どもたちも、学校で日本
人の子どものように日本語をのばしていくことができず、
日本語が上達できていないのが現状です。
　外国人の親として一番怖れていることは、子どもたち
が母国語よりも日本語を早く覚えてしまい、親とコミュ
ニケーションが取れなくなってしまうことです。私たち
の愛情や考え方、価値観、そして母国の文化を子どもた
ちに伝えられるのは、唯一母国語だけなのです。
　10年前、母国語を忘れている子どもたちを抱えて悩ん
でいた在日ラテンアメリカ人の親たちが集まりました。

そして、学校の勉強を強化していくと同様に、子ども
たちに母国への愛国心とルーツ、アイデンティティと
なる母国語を忘れないようにとの思いで、学校外での教
育活動が展開されました。こうしてラテンアメリカ部会
(CLT)
が生まれました。
　CLTは、2つのプログラム、PECLAとダンス教室をメ
インに行ってきました。その他に、現在では中学校に通っ
ている外国人の子どもたちへの教育プログラムも実施し
ています。PECLA はCLTの教育プログラムで、識字教
育を行うスペイン語とポルトガル語クラスと、日本語強
化クラスを設けています。ダンス教室には、子どもから
大人まで、外国人だけでなく日本人も参加しています。
ペルー人ボランティアがラテンアメリカの伝統ダンスを
教えています。また、中学生児童のための教育プログラ
ムは、生徒が志望する高校へ行けるよう支援することを
目的に、中学校の授業の補習を行っています。
　私たちは、CLTの活動をさらに充実させ、地域社会に
貢献できるよう努めて行きたいと思っています。

【現在のメンバー数】

　30人

【今期の役員】

　部 会 長　ナカソネ　ルイス

　副部会長　イレイ　マサオ

　会　　計　井田　パトリシア

　事　　務　藤木　ジェシカ

　事　　務　藤田　マリエラ

【設立】

　平成15年

ラテンアメリカ部会は今！ ラテンアメリカ部会は今！ 
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　国際理解講座は、国際化社会に対応するため、世界の

国々の歴史や文化、社会・経済情勢、多文化共生社会づ

くりに関わる諸問題をテーマとして、広く一般市民を対

象に毎年開催し、好評を得ています。

　今回は、経済成長著しい中国にスポットを当てて、愛

知大学地域政策学部荒川清秀教授をはじめとする中国事

情に詳しい方々を講師に招いて、「中国を知る～どう中

国とつき合うか～」を5回シリーズで下表のとおり毎回

午後2時から3時30分まで開催しました。

　会場は、合併により市の

施設になった上長山町の健

康福祉センター（いかまい

館）で、初めて使用すると

いう新鮮味もあって、50

人もの受講申込者がありま

した。

今回の講座で感じたこと

　大学で学生に講義する教

え方とは異なり、受講者に

問いかけし、考えさせ、発

言させる進め方に好感が持

てた。

　今回の講座は、中国を理

解するうえで、中国という

国、中国人の特性、日本人との比較などについて具体的

に学ぶことができ、さらなる親近感を抱いた。

　1971年（昭和46年）、愛知県体育館で行われた世界

卓球選手権大会で、日本卓

球協会の後藤 二元会長が

立役者となり、中国チーム

を招待した。これがきっか

けとなり、後に日中国交正

常化が実現した。当時の日

中関係は最悪の状態であっ

たが、小さな玉が国家関係

を動かした“ピンポン外交”

のことを、半数以上の受講

者が承知していたことに感

心した。

　現在、日中関係は良好と

はいえない。今の世代の若

者がふれあう機会を作って

いかないと、日中関係はま

すます先細りすると思われ

る。官民を問わず、中国と

もっと対話をしていくとい

う国際的交流の必要性を痛

感した。

第1回目　6月25日（土）

　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

第2回目　7月2日（土）

　中国経済の光と影

　愛知大学経済学部教授　李春利さん

第3回目　7月9日（土）

　中国人とのコミュニケーション（2）

　愛知大学現代中国学部教授　薛鳴さん

第4回目　7月16日（土）

　中国人と40年「昨日、今日、明日」

　蝶理（株）取締役中国総代表　井上邦久さん

第5回目　7月23日（土）

　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部准教授　藤森猛さん

いかまい館

講座のようす

講師の李春利さん

講師の薛鳴さん

講師の荒川清秀さん

国 際 理 解 講 座　中 国 を 知 る　～どう中国とつき合うか～

5回シリーズ
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　6月26日（日）午前10時から、勤労福祉会館調理実

習室にて恒例の世界の料理教室を開催しました。参加者

は49人でした。今回から定員超過のときは抽選をする

予定でしたが、うまくちょうどいい人数となり、今回は

実施せずに皆さん参加となりました。また、ラテンアメ

リカの方にも参加していただき、料理で交流ができるの

を嬉しく思いました。

　今回は中国料理ということで、講師は来日10年目の

梁 （リャン・イー）さんでした。イーさんは中国の北

の地方(山西省)の出身です。北の地方は小麦文化なので、

餃子は代表料理です。家族がたくさん集まった時の料理

といえばこれという感じだそうです。

　メニューは、水餃子、生ピーナツの煮物、青菜のニン

ニク炒めでした。

　水餃子は、皮ももちろん手作りです。中のあんには干

し椎茸やむきエビが入り、たれをつけなくてもしっかり

味の付いたものでした。今回のメニューでは主食になる

ご飯やパンはなく、中国式に「水餃子は主食」という感

じでいただきました。しっかりとボリュームのある皮（薄

くできない技術の未熟さゆえもあったでしょうが）はも

ちもちとして、とても食べ応えのあるものでした。また

ニンニクは餃子に入れないのも中国式です。

　生ピーナツの煮物は、このあたりではあまり食べられ

ていない生のピーナツを中国の代表的スパイス、八角と

花椒で煮てセロリと人参と合わせたものです。

　青菜のニンニク炒めは、青梗菜で作りました。手軽に

できて中華を実感できる一品でした。

イーさんの水餃子の作り方

〈皮を作る〉

1.　ボウルに薄力粉を入れ、水を少しずつ加え、手で混

ぜ合わせて、ひとまとめにする。

2.　台の上で表面が滑らかになるまでこね、15分程寝

かせる。

3.　寝かせた生地をもう一度こね、一つ分ずつに切り分

け、麺棒で円形に伸ばす。

〈あんを作る〉

1.　白菜はみじん切りにし、塩を振って水切りをする。

2.　むきエビ、長ネギ、生姜、干し椎茸はそれぞれ、み

じん切りにする。

3.　ひき肉に生姜を入れ、椎茸の戻し汁と酒を加えなが

ら、粘りが出るようによく練る。

4.　みじん切りにした具材とごま油以下の調味料を入れ

てさらに練り、ラップをかけて味を馴染ませる。

〈餃子を包む〉

　　皮にあんを包む。端には水を付けずに押さえる。

〈餃子をゆでる〉

1.　多めの沸騰したお湯に餃子を入れ、鍋底に付かない

ようにかき回し、蓋をする。

2.　餃子が浮いてきたら差し水をする。もう一度浮いて

きたら再度差し水をする。

3.　最後に蓋をして浮いてきたらでき上がり。

　（皮）  （あん）

　薄力粉 300ｇ 豚ひき肉 160g

　水 150ｇ むきエビ 100g

  白菜 300g

  長ネギ 10cm

  干し椎茸 6枚

  生姜（みじん切り）　大さじ2

  シイタケの戻し汁　60cc

  ごま油、サラダ油、醤油、

  酒、黒酢　各大さじ1

  塩　小さじ1.5

  こしょう、うま味調味料　各適宜

▼みなさん真剣です

▲右が講師のイーさん

中国料理　　ホームステイ部会
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七　夕　交　流　会
　7月3日（日）、午後1時30分から、勤労福祉会館第2

研修室で七夕交流会を開催しました。参加者はスタッフ

含みで59人（うち外国人はブラジル、ペルー、アメリカ）

でした。今回が2回目で日本文化紹介部会が企画、フレ

ンドシップ部会がお手伝いしました。

　約1時間、願い事を書いた短冊と日本文化紹介部会が

事前に用意した飾りで七夕飾りを作りました。その後国

旗クイズや星についてのな

ぞなぞなどを楽しみ、最後

にみんなで「きらきらぼし」

を英語、ポルトガル語、ス

ペイン語、中国語、日本語

で歌いました。なごやかな

楽しい会になりました。

おいでん祭に出展
　5月28日（土）・29日（日）の豊川市民まつり「おい

でん祭」は雨天で当協会は予定を変更し、協会の活動を

紹介するパネルの展示と世界の切手の販売をしました。

オイスカ研修生との交流会
　5月19日（木）、豊田市にある(財)オイスカ中部日本

研修センターからフィリピン、インドネシア、パプア

ニューギニア、サモア、レソト（アフリカ）、マラウィ、

ザンビア、バングラデシュ、の8カ国12人の農業研修生

と5人の指導員をお招きしました。

　今年も例年どおり、午前10時からJAひまわり管内の

農業施設を見学し、午後6時から勤労福祉会館視聴覚室

にて、フレンドシップ部会の企画で茶話会形式の交流会

を開催しました。研修生の自己紹介やギターを囲んでの

合唱などがありました。参加者は総勢45人でした。

キッズワールドサマースクール
　今年もキッズワールド部会の企画で7月17日（日）に

新城市のやまびこの丘へ行きました。参加者は小学校

高学年の児童と外国の方、スタッフの総勢66人でした。

伝承館での先生のお話やニジマ

スのつかみ取り、すいか割り、

外国の方の自己紹介、ゲームな

どで楽しく過ごしました。

　参加者の池田さんに感想をお

願いしました。

牛久保小学校6年　池田　初乃

　私は、学校の友達と二人で参加しました。チームも一

緒で、二人でたくさん話したりしました。最初はチーム

の他の子とあまりしゃべれませんでした。でも一緒に遊

んだりしているうちに仲良くなることができました。ブ

ラジル人のリカルドさんなどとも仲良くなれて、日本の

ことやブラジルのことなどいろいろ話しました。

　一番楽しかったのは、川遊びです。友達や同じチーム

の子と水を掛け合ったりしました。すごく楽しくて服が

びしょびしょにぬれてしまいました。スイカ割りやニジ

マスつかみも楽しかったです。スイカ割りでは同じチー

ムのリカルドさんが活躍してくれました。ニジマスつか

みでは、チーム用の8匹のうち3匹もつかめてうれしか

ったです。あと、被災地へ救援に行った自衛隊の方の話

も聞きました。被災地ではがれきの撤去などをしたそう

です。遺体を見つけることもあり大変だったそうです。

早く元に戻ってほしいと思いました。

自
己
紹
介
の
よ
う
す

交流会のようす

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の

よ
う
す

いちばん右が池田さん

こ ん な 行 事 が あ り ま し た 
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　先回に引き続き、1月26日（日）午後1時30分から豊橋駅前文化ホールにて開催された、第1回東三河日本語ス

ピーチコンテストの原稿を紹介します。今回は高校生以上一般の部で優秀賞に選ばれた松井馨可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。

なって義母に家から追い出されました。アパートに移り

住んでまる1年がたちました。「姑さんはお年寄りだし、

ご主人の母親だし、時間があれば会いに行きなさい」と

言う友人の言葉で私は勇気を出してお正月の挨拶に行き

ました。義母は少し老けたなあという顔をしていました。

一人暮らしは寂しいでしょうね、と私は思いました。で

も私はその時この家に戻る気持ちはなかったです。それ

から3年になりました。主人はもう戻ろうと言いました。

私は主人の言うとおりにしました。家に帰った時義母は

うれしそうな顔をしました。

　私は日本の生活の中で、まず言葉、それから習慣や文

化などの違いに悩み、さまざまな試練にぶつかりながら

今日まで暮らしてきました。これはごく普通の事だと思

います。

　時の流れとともにいろいろな事が解けて行きます。義

母の葬儀を終えてから私は義母に感謝するようになりま

した。主人を生んでくれて「ありがとう」、義母とけん

かしたおかげで私の日本語

も上達しました。そしてこ

の家に戻って後悔をしてい

ません、義母と最期の短い

時間を一緒に過ごしてよか

った。人は誰でも死に向き

合うわけだが、その時がく

るまでその大切さが分りません。義母が亡くなってとま

どいながら日本式の供養を幾度もして、四十九日の忌明

け、8月の初盆など精一杯勤めを果たしました。一生懸

命供養してあげれば故人は天国に行けると日本人は言い

ます。私には宗教心はありませんけれどもこの事は信じ

ています。きっと天国の義母も私を見守ってくれている

でしょう。

松井馨可　（豊川市、パート、中国）

「私が日本で暮らして得たもの」

　今年の3月29日、午前5時前

の事です。介護施設から「姑が

息を引き取りました」と言う電

話がありました。施設では義母

は個室にて顔には白い布が掛け

てありました。

　義母の遺体が自宅へ運ばれて

きました。私は涙が止まらなく

て、ボロボロと出て顔に流れました。「おばあさん、お

ばあさん、起きてください。松井家の嫁として認めてく

れなくてもいい、起きてください、そしてもう一度けん

かをしてください。」私は誰憚らず叫んでいました。葬

祭業者の人が「今から納棺します」と私の頭にアカデミ

ー賞を受賞した映画「おくりびと」の主役がこの私なの

です。

　私は2002年6月に松井家の嫁として日本に来ました。

主人と義母と私の3人で暮らし、毎日泣いて暮らしてい

て、中国に帰りたいと思う日々でした。

　昔から嫁と姑はうまくいくはずがないと言われました。

私も例外ではありませんでした。いつも義母と言い争う

のは「なぜ日本の男は家事をしないのですか」私は仕事

をしながら家の事もほとんどやっています。仕事で疲れ

た時も、食事の後片付けをちょっと手伝ってと主人に頼

みました。すると義母は「横着だ」と言うのです。男女

平等で、男女ともに働き、家事も分担すべきです。しか

し義母は「世の中変わってもうちの男は家事を一切しな

い」と言っていました。一生忘れられない事がありまし

た。私は洋服を着るセンスが悪いという事で大げんかに

東三河日本語スピーチコンテスト原稿紹介No.2
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　かれこれ、25年も昔の話になる。

　その昔、私が高校1年の時、キュパティーノ市の高校

生が我が家にホームステイした。スーザン・カク（角）

さん、日系三世である。1週間ほどの豊川滞在中、2泊3

日が我が家での滞在だった。隣町のサンノゼという町に

住んでいること、一緒にポテトサラダを作ったこと、亡

き祖父に黒田節を踊って披露してくれたこと、片言の自

分の英語に身振り手振りで、コミュニケーションをとっ

たこと、将来の夢が偶然にも同じ理学療法士になること

で嬉しくなったことなど、今でも鮮明に思い出す。その

後、姉とスーザンとの文通が、数年間続く。

　父が豊川市の用でキュパティーノへ派遣され、ホーム

ステイしたお宅の奥さんがスーザンのお母さんと親しか

ったことも不思議な縁であった。父はこの時、カクさん

ご夫妻ともお会いしていた。その後10年ほどは、キュ

パティーノと我が家は特に接点もないまま時は流れた。

　8年前、2002年12月、私にあ

る出会いがあった。たまたま東

京の友人の家に遊びに行っていた

時、彼女の義理の兄弟に当たる人

が里帰りをしており、一緒にテニ

スをした。話す中で、その人がア

メリカのサンノゼという町に住ん

でいることを知る。どこかで聞い

たことのある町だなあ？…そう、

あのスーザンが住んでいた町だ！

なんだか急に嬉しくなり、その人

が身近になった。でも、この時は

まだ、まさか自分かその人と結婚し、サンノゼに住むこ

とになるとは、思ってもみなかった。

　2004年4月、私は、その彼との生活を始めるため、

渡米した。元々、海外生活に憧れを持っていた私は、不

安より期待の方が大きかった。今考えてみれば、自分の

海外生活への憧れは、スーザンとの出会いから始まった

気がする。

　私のサンノゼでの生活は、英語に四苦八苦しつつも、

緑いっぱいの住環境、スーパーも道も山も何でもスケー

ルが大きく、ウキウキわくわくし通しの毎日だった。半

年たったころ、私の両親がサンノゼに遊びに来た。「お前、

カクさんに連絡とったか？」の父の言葉に「えぇ～、も

う10年以上前の話だし、覚えているかわからないよ～。

いいよぉ～」と、消極的な私。住所は古いアドレス帳に

消えそうな字でかろうじて残っていた。でも、電話番号

もわからない。父の「これからなんで世話になるかわか

らないんだから、挨拶はしておけ」の言葉に、気分がの

らないまま場所をしらべてみると、私が通っていた英語

学校や、おなじみの日本食スーパーのすぐ近くである。

両親、主人と、思いきって訪ねてみることにした。電話

もなしのいきなりの訪問である。玄関のチャイムを鳴ら

すと、いかにも日系人らしい、そ

して、あのスーザンの面影のある

ご婦人とご主人が出てきた。最初、

きょとんとしているお二人に、主

人が英語で説明をする。すると、

お二人の顔がぱっと晴れ「お～、

ヒロユキ（父の名前）～！」と、

ハグの連続。私との初対面も果た

し、次回お食事にご招待いただく

約束もした。これがカクさん家族

とのお付き合いの始まりである。

　それから7年間、私のアメリカ

滞在中に、どれほどこのご家族に救われたかは、いくら

書いても書きつくせない。

　初めての妊娠・出産の時は、近所に住んでいる、スー

ザンの妹セーラに、赤ちゃん用品の買い物に付き合って

もらった。日常英会話は何とかなっても、こういう特別

の英語は経験者の解説がないとチンプンカンプンだ。ア

メリカ式の出産のお祝い「ベイビーシャワー」のパーテ

ィーを自宅で開いてくれ、私の友人と共にその時を楽し

んだ。プレゼントへのお礼は、品物ではなく心をこめて

次男の誕生会風景。左からスーザンの妹のセ
ーラさん、カクご主人、十文字さんと次男。
あとは友人やご近所の一家

▲海外滞在記 ▼ 私の人生と　　キュパティーノ
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手書きした「サンキューカード」。そんなアメリカ式の

しきたりを手取り足取り教わったのもこのご家族からだ

った。お産の時には何度も電話をくれ、渡米が間に合わ

なかった母の代わりに、病院にも出向いてくれた。そ

う、アメリカでは出産のための入院（しかもたった1～

2日！）であっても「もし、あなたがこの入院によって、

死亡する、もしくは意思表示が困難になった場合、生命

維持を行うかの決定権、子どもの養育権の決定等を、誰

に託すか」ということを文章に残して、保証人のサイン

とともに提出しなければならない。そんな大それた書類

の保証人にもカクさんご夫妻が快く承諾してくださった。

　このご家族の日本語は、二世のカクさんご夫妻は多少

聞くことはできても話すほうは

片言で、三世のスーザンやセーラ

はほとんどだめ。でも、日本を想

う気持ちが大きいことは日々感じ

た。踊りを習っていたり、日本人

形や掛け軸、日本食器が飾られて

いた。手作り豆腐やお饅頭、ほう

れん草のごまあえなども、日々の

食卓に上がった。年末には日系人

の餅つき会もあり、ある年のお正

月には正に目が飛び出た。煮しめ、

田作り、黒豆、きんとん、伊達巻、

すべて手作りのお節がテーブルの上に並んでいた。日本

人の私だって作ったことがない。日本人の血が流れてい

ることをこの人たちは、私たち以上に大切に思うのだ。

　アメリカでは、お正月よりもクリスマスよりも大切

な家族の行事が、11月末の感謝祭「サンクスギビング」

である。我が家はカクさんのお宅で夕食を共にした。七

面鳥の丸焼き、色とりどりの野菜料理、かぼちゃのパイ

などをカクさんの親類一同と一緒にいただく。

　ある時、聞いてみた。「どうして、血のつながりもな

い私たちに、こんなに親切にしてくれるの？」。返って

きた言葉は「私たち夫婦も、シアトルからここカリフォ

ルニアに引っ越して来た時は、誰も知り合いがいなかっ

た。でも、日系の人たちにたくさん親切にしてもらった。

だから…」と。子供時代には、強制収容所も経験したよ

うだ。日本人の血が流れているから辛いこともたくさん

あっただろうが、あまりそういうことは、口には出さな

い人たちだった。

　7年がたち、私たち一家は日本に帰ることになった。

子供たちにとってもアメリカのおじいちゃん・おばあち

ゃん、私たちにとっても本当に親代わりだったカクさん

ご夫妻との別れは辛かった。

　でも、偶然その2 ヵ月後にお二人は日本旅行の予定が

あった。熊本出身のご主人の父、奈良出身のご婦人の母

の祖先のルーツをたどるためと、カク夫人が持っていた

お母さんの遺髪を日本の親戚の眠るお墓に入れてあげた

い、という願いを叶えるためだっ

た。忙しい日程の中、強引に豊川

日帰りの訪問を入れてもらった。

25年前に、娘のスーザンが泊ま

った家、黒田節を踊った部屋に、

数時間であったが滞在してもらっ

た。でも、年齢を考えると、これ

が最後の日本訪問かも、と言うご

夫婦に大きな寂しさを感じた一時

だった。

　今でも、メールやskypeで交歓

をしている。子どもたちにはいつ

かまた、キュパティーノを訪れるチャンスが巡ってく

るかもしれない。その時まで、カクさんたち、元気でい

てください。こうして、自分の25年を振り返ってみて、

やっぱり自分は豊川人なんだな、と思った。豊川で生ま

れて豊川で育ち、高校を卒業して新潟へ。その後、大阪

12年、アメリカで7年、そのままアメリカに骨をうずめ

るつもりが、縁あって暮らしたいと思える快適な空間を

豊川で見つけた。多くの人に出会い、導かれて、そして

離れて、またここに帰ってきた。感謝である。

カクご夫婦の来豊。左からお姉さん、カク夫
人、お母さん、カクご主人と十文字さん。前
の3人は十文字さんの子どもたち

私の人生と　　キュパティーノ
蔵子1丁目　十文字　由紀
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● 外国語講座受講者募集
◆英会話初級Ａ

　9月6日～11月29日　毎週火曜日

　午後１時30分～3時　定員25人

◆英会話初級Ｂ

　8月29日～1月16日　毎週月曜日

　午後7時30分～9時　定員25人

◆日常韓国語会話

　9月2日～12月2日　毎週金曜日

　午後7時30分～9時　定員20人

◆日常中国語会話

　9月7日～11月30日　毎週水曜日

　午後7時30分～9時　定員20人

場　所　勤労福祉会館

受講料　会員6,000円　一般10,000円

申込み　8月19日（金）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「アンゴラってどんな国」
受講者募集

日　時　9月4日（日）午後2時～4時

場　所　勤労福祉会館　視聴覚室

講　師　ロポ・アレイショさん（豊川市在住）

内　容　アンゴラ共和国の文化や生活習慣を紹介。

定　員　60人

受講料　会員300円　一般500円

申込み　8月8日（月）から電話で事務局へ。先着順。

● お月見交流会参加者募集
日　時　9月9日（金）午後7時～8時30分

場　所　勤労福祉会館

内　容　月夜の下、地域在住の外国人とともに、二胡の

調べなどお月見の風情を楽しみます。

定　員　100人

参加費　300円（親同伴の小学生以下の子どもは無料）

申込み　9月5日（月）までに電話で事務局へ。

● 豊川人としてざっくばらんに話そうじゃない会
～言えば伝わるね！～（仮称）参加者募集

日　時　10月16日（日）午後2時～3時30分

場　所　勤労福祉会館視聴覚室

内　容　共通テーマを設定し、話し合いをします。

定　員　80人

申込み　電話で事務局へ。

● 日本語スピーチコンテスト応募者募集
日　時　11月6日（日）午後1時30分から

場　所　勤労福祉会館

内　容　小・中学生は3分以内、高校生以上は5分以内で、

自由にスピーチしていただきます。

応募資格　日本語が母国語でない市内在住の小学生以上の

方。

応募方法　指定の申込み用紙に記入のうえ、スピーチの原

稿を添えて、9月30日（金）必着で事務局まで

提出してください。

東日本大震災　災害義援金の報告

 1　協会では募金箱を設置し、すでに皆さんから寄

せられた義援金102,000円を中日新聞社会事業団

に寄託しましたが、その後、ヴェロニカ部会から

の74,599円を含め100,000円余となり、再度、寄

託を予定しています。大勢の方の多大なご協力あ

りがとうございました。

 2　ラテンアメリカ部会では、6月26日（日）に

義援ロースト・チキンを販売し、その売上金

171,000円を日赤に寄託しました。

 3　キュパティーノ部会では、7月7日（木）、キュ

パティーノ市の姉妹都市委員会から贈られてきた

義援金2,251,500円の目録を豊川市長に伝達しま

した。


