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　第 20 回総会開会に先立ち、
3 月 11 日に発生した東日本
大震災で亡くなられた方々へ
全員黙祷を捧げました。総会
は 2010 年９月に来日された
AIRA 会員のウイドヤ・ニン
シさん（Ms.Widya Ningsih イ

ンドネシア出身）によるインドネシア語・日本語による
開会宣言から始まりました。
　早坂会長からは「先月の大震災に対し
AIRA としてできることがあれば取組ん
でいきたい。一方 AIRA は運営面で厳
しい状況にあり賛助会員を募ってご支
援頂けるようにしたい」と挨拶。星野
市長からは「今年は AIRA 設立 20 周年
という記念すべき年です。我孫子に来られた
外国人ができるだけ快適に生活できるよう努めましょ
う」と挨拶。青木市議会議長からも「大震災後我孫子
に住む外国人に対して本国から帰国するよう通達が来
ているケースもあります」と話されました。
　付議事項に移り 2010 年度の事業報告と収支決算報
告、理事・監事・役員の交替案が出され承認されまし
た。引き続き 2011 年度の事業計画と事業予算につい
ての説明、審議が行なわれすべて承認されました。ま
た報告事項として、顧問の交替についての説明があり
ました。質疑応答では 20 周年記念事業について日時、
事業内容、予算等の質問が出され、早坂会長が説明し
納得されました。

　2011 年 3 月 31 日現在の AIRA 会員数が総会資料に
より次の通り報告されました。
　　総数 780 人 ：内訳　男 319 人　女 461 人
　　市内在住 666 人　市外在住　114 人、23 団体
2011 年度の AIRA 役員は 2010 年度と変りなく次の通
り。

会　　　長：早坂　満
副　会　長：井手口　赳、北嶋扶美子、菅野哲哉
総務部会長：足達法子
広報部会長：門田靖英
交流部会長：張　華 (Zhang Hua)
研修部会長：別府宏一郎
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部会長：菅野哲哉
会　　　計：染谷幸和、鷲見政夫

　総会の後お茶を
飲みながら軽食で
の 会 員 交 流 パ ー
テ ィ を 持 ち ま し
た。
　染谷理事からは
AIRA 創立時の苦労

話やエピソードが披露され現在の AIRA の活動をみる
と今昔の感があるとのことでした。
　最後は恒例となった創作バレエ高
橋先生のご指導による軽体操を楽
しみました。

2011 年度総会開催される
日時　：2011 年 4月 30日（日）13:30 ～ 15:45
場所　：あびこ市民プラザ　多目的ホール
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（４） JBF にぎわい隊への参加

　2011 年度もにぎわい隊の開催が決まり、参加の申し入

れがあれば、その時点で検討します。

（５) 東葛地区国際交流協会連絡協議会

　本協議会に参加することにより、東葛地区の他国際交流

協会と AIRA を比較検討および参考にできる良い機会であ

ると考えています。

　2011 年度（平成 23 年度）は AIRA が幹事の任に当たり

同協議会の活動として下記を予定しています。

日　時 場　所
第 1 回協議会 2011. 5.18（水） あびこ市民プラザ

会議室１
情報交換会 9.21（水） あびこ市民プラザ

会議室１
第 2 回協議会 12.21（水） あびこ市民プラザ

会議室１
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ( ６) 業務受託事業

　我孫子市からの受託業務として「外国人のための日本語

教室」、通訳・翻訳業務、「広報あびこ」の保健・イベント

関連記事等の編集・英訳印刷・配布をはじめ、随時各種の

翻訳を行います。また、必要なときにそのつど各国語の通

訳の派遣をします。外国人からの相談にこたえる「外国人

相談窓口」は常時受け付けし対応します。

（７）日本語指導のための学校派遣事業

　AIRA と我孫子市教育委員会の連携のもとに、市内小中

学校に在籍する日本語の支援を必要とする児童生徒に対し

て、各学校からの申請に基づき、日本語指導のボランティ

アスタッフが学校に出向き指導するという「日本語指導の

ための学校派遣」を全体事業に位置づけて活動してきまし

た。

　昨年度に引き続き今年度も実施します。すでに、新年度

（１） 第 20回あびこ国際交流まつり

　今回で２０回を迎える国際交流まつりは、我孫子を生活

の場とする外国人の方々と市民との交流を深める最適なイ

ベントと考えます。また AIRA 設立２０周年の節目にあた

り、設立２０周年記念事業と合同の実施を企画します。

　　日時：２０１１年１１月２０日（日）開催予定

　　会場：あびこ市民プラザ

（２）第 13 回国際交流スピーチ大会

　この事業は、国際的な視野を持つ青少年の育成を目的と

して開催しています。特徴として、外国語の語学能力や表

現力等のみを競うことを主とせず、国際交流に関して、ど

のような経験や考えを持っているかということを重視して

います。国際交流スピーチ大会へ出場することは、新たな

自分を発見することにもなります。また、めまぐるしく変

化する今日の世界に目を向け、様々な出来事に対して自分

の意見をハッキリ主張できる場であると思います。多くの

方々が世界へ向かっての夢を育み、その実現への第一歩と

なることを望み開催します。国際交流に深く関心を持つ機

会の提供は、我孫子市の国際化の推進に大きく貢献するも

のと確信いたします。

　この事業は本協会の継続的事業としていきたいと思って

おります。

　　日時：２０１１年９月２５日（日）開催予定

　　会場：あびこ市民プラザ

（３）外国人の為の文化講座

　外国人の方々の多くの要望を出来るだけ取り入れた内容

とし、日本の文化、伝統、習慣を体験できる機会を提供す

る講座とします。この講座の受講が日常生活の中で役にた

つことを期待し、また受講を機会に AIRA の事業や地域の

行事に参加し、会員や市民との交流が深められることに繋

がっていくと信じ実施します。昨年度好評だった外国出身

者からお国の文化や、料理等の紹介も出来る範囲で開催を

いたします。

2011 年度事業計画
全 体 事 業

　全体事業は、協会の基本方針である草の根レベルでの国際交流を推進するため、我孫子市に住む

外国人の方々が参加し易い内容となるよう創意工夫をし、また市民とりわけ青少年の国際感覚が高

まるような事業を行い、協会活動の充実と会員同士の理解や親睦を深めていきたいと思います。
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バンブーダンスを披露

に向けて指導の申請が届いています。3 年間の支援を通し

て、日本の小学校・中学校に通学しながら、日本語の指導

を受け、学校生活を懸命に頑張る子ども達にとって、AIRA

の日本語支援が果たす役割は大きいと実感しています。ま

た、各学校からは、AIRA 日本語支援ボランティアの熱心な

支援に対して感謝を寄せられています。これまでの経験を

生かして、我孫子市の小中学校の日本語支援を必要とする

子どもたちへ日本語支援ボランティアスタッフによる指導

を行っていきます。

（８）設立 20 周年記念事業

　1992 年設立の当協会は、2011 年に設立 20 年を迎えま

す。20 周年記念事業として記念誌の発行、記念式典等を考

えております。設立 20 周年記念事業委員会及び、あびこ

国際交流まつり第 20 回まつり実行委員会等で意見を重ね

より良い事業が出来るよう企画を進めて行きたいと思いま

す。

（９）その他

　スポット的な事業についてはその時点で検討し対応しま

す。

第１回理事会開かれる

　日時：2011 年 4 月 18 日（月）14:00 ～ 16:00

　場所：あびこ市民プラザ　会議室１

　4月17日の役員会に提示され審議した案件ついて、

理事 22 名出席の下審議され、4 月 30 日に開かれる

総会に提示される事項が以下の通り話し合われまし

た。

　(1)  2010 年度事業報告および収支決算

　(2)  理事・監事・役員・顧問の交替

　(3)  2011 年度事業計画（案）および事業予算（案）

　これらの事項について理事会の同意を得ましたの

で AIRA 総会に報告し審議されます。なお 2010 度決

算についての監査も 4 月 17 日に終えたことが報告

されました。

　理事会終了後各理事より簡単な自己紹介と AIRA と

の関わりにつきエピソードを交えた近況報告がなさ

れました。

　　日時：2011 年 2 月 25 日（金）17:50 ～ 18:30

　　会場：マリアチャペルマリベール柏　３階

　当協会では 2010 年 10 月にフィリピンのバン

ブーダンスを紹介しながら楽しんでいただく AIRA 

Cultural Dance Group を結成し、各種イベントで披

露してきました。今回は ( 財 ) 日本電信電話ユーザ

協会主催の意見交換会で講演が終わった後出席者約

40 名の前でエンターテイメントとして出演してく

れるようお声がかかりました。

　まず女性５名のダンサーと竹を操る男性 2 名から

なるグループが軽快な音楽に合わせて見事な踊りを

披露。続いて子どもやゲストの方数名がダンスに挑

戦しましたが、皆見ている時は簡単そうに思えたが

実際に踊ってみると非常に難しいとの感想でした。

　最後にグループがもう

一度模範の踊り

を 演 じ 来 場

者 の 大 き

な 喝 采 を

浴 び て い

ました。

バンブーダンスを披露
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AIRA Teachers

英会話初級／ Terry A. Sanders 先生

Regarding how I plan to teach the 
students, I must first meet them so that 
I can evaluate everyone’s level.  I have 
been told that the class already has a 
textbook that they are using, so we can 
see how that works.

英会話上級／ Vincent Ko 先生

I have been teaching English in 
Japan since I came to this wonderful 
country 8 years ago. What I really love 
about teaching in Japan is being able to 
contribute my knowledge to my students 
and interact positively with them. Also, it 
gives me a great pleasure when I see my students improve 
and want to do more in English. 

At AIRA, I intend to continue to use my knowledge 
and experiences to create a comfortable and friendly 
atmosphere for the students. I would like to introduce 
communicative activities that will encourage the students 
to communicate and interact with each other. Also, I 
would pick some topics and use them for class discussion 
as I think it is a good way for the students to express 
their feelings, thoughts and views, and share them with 
the class. I may also use articles from different sources 
for discussion and reading purposes. In the meantime, 
I welcome any suggestions and/or requests from the 
students and I am always flexible to consider using them 
for future lessons.

I will continue to keep up to the expectation and will 
do my best to provide valuable lessons to the students. My 
targets are to see the students continue to enjoy learning 
and using English, and be able to make good use of the 
language.

中国語会話初中上級／張華先生

　中国語初中級クラスは、主に教材と会

話の練習をします。ピンインなしで教

材を読めるようになることと、普通の

日常会話ができるようになることを目標

としており、楽しんで中国語を習いたい方に

お薦めです。中国語上級クラスは、教材と漢詩（主に読み

方）、中日・日中の翻訳をやります。少し難しい文章を読

めるようになることと、よりネイティブな発音を目指して

います。中国語を細かくきっちり学びたい方に向いていま

す。

韓国語会話入門／金　芝男先生

　アンニョンハセヨ、韓国語会話入門

の金　芝男です。韓国のイケ面かなと

期待している方もおられるかもしれま

せんが、すみませんアジュンマ（おばさ

んの意味）です。 まず、みなさんが一番気にしているとこ

ろ「どうすれば早くハングルが出来るか」ですが、コツは

ありません。覚えるしか。と言っても皆さんは一般人、ほ

とんどの方が半分趣味です。もう脳みそも硬いよと思って

おられることでしょう。やる気がある時にはどんどん勉強

して、やる気がなくても休まず AIRA に来ましょう。楽し

いですよ授業は。みなさんを楽しくしてくれるのはわれら

先生の役割です。座ってるだけでも耳にハングルが入るは

ずです。とにかく、来年の今頃の進化した自分を想像して

笑みを浮かべて楽しい一年にしましょう。お待ちしてます。

スペイン語会話初級／ Patricia Arancibia 先生

　私は AIRA では長年スペイン語を教えて

います。クラスの雰囲気はとても親しみ

やすく、快適です。クラスはいつもス

ペイン語に対する情熱やエネルギーで

あふれています。

　講座内容は教科書の勉強の他に、生徒が

ネイティブの人とコミュニケーションが出来るようになる

ための、日常会話や表現の方法も学んでいます。ほとんど

の生徒が毎日、ラジオやテレビでスペイン語のプログラム

を見たり、聴いたりしていますし、スペイン語の新聞記事

も読んでいます。

　生徒の皆さんが、これからも長い間、スペイン語の勉強

を続けて行きたいと思えるような充実した内容のクラスに

なっています。この記事をご覧になっているあなたも是非

一度スペイン語クラスを見学または体験してみませんか？

皆さんを大歓迎します。

外国語講座講師紹介

　2011 年度外国語講座は、英語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語の 5カ国で合計 24
クラスあります。講座によっては現在若干名の受講生を受容れることが可能なクラスもあります
ので詳しくは AIRA 事務局にお問合せください。昨年の本誌でご紹介できなかった先生方および
今年新しく講座を持たれた先生方に「私の講座の方針・抱負」について一言いただきました。
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「2010 年度日本語の教え方講座」
修了式

　　日時：2011 年 2 月 15 日（火）15:00 ～ 15:30

　　場所：中央学院大学　6 号館　656 号教室

　2010 年度日本語の教え方講座は 2010 年 6 月 29 日

に開講しました。全講座 24 回で、中央学院大学のご

協力を得て同校の教室を使用し行われました。

　今年度は 19 名でスタートしましたが修了したのは

16 名でした。我孫子市だけでなく近隣市からの受講者

も数名居ました。2010 年度の講座は聖徳大学の北村

弘明教授、飛鳥学院の山口槙子講師および松戸市国際

交流協会（MIEA）の真鍋オブザーバーの方々により実

行されました。受講生の皆さんは、時にはきびしい指

導を受けながらも終わってみれば思い出に残る有意義

な授業だったようです。

　2 月 15 日に最終講座がありその後修了式を持ちま

した。AIRA 早坂会長から労をねぎらう挨拶があったあ

と一人ひとりに修了証書が手渡されました。当日出席

できなかった 1 名にも後日修了証書が渡されました。

AIRA 研修部会長の別府氏から、講師への感謝と本講座

のために教室提供の便宜をはかってくださった中央学

院大学に対するお礼の挨拶がありました。

　山口先生は当日体調不良のため残念ながら欠席され

ましたが、出席された北村先生と真鍋先生から総評が

あり、最後に受講生から花束をお送りし皆で記念写真

を撮りました。修了式の後　場を換えて両先生と受講

者で「先生を囲む会」を持ちました。本講座を受講し

ての感想・体験を各人述べ、大いに盛り上がったよう

です。

留学生が先生！

　日　時：2011 年１月 27 日（木）13:45 ～ 14:40
　訪問先：我孫子市立並木小学校　
　主　催：市教育委員会
　留学生派遣団体：公益財団法人国際理解支援協会

水餃子を作る

　日　時：2011 年 2 月 17 日（木）10:00 ～ 15:00
　場　所：アビスタ　調理室
　講　師：張　華さん（AIRA 交流部会長）
　受講者：13 名 ( 内男子 4 名 )

文化講座　「春の生け花」

　日　時：2011 年 4 月 6 日（水）12:00 ～ 15:00
　場　所：アビスタ　第一学習室
　指　導：岩井春幸先生

AIRA ではキルギスとモ
ンゴルからの留学生の送
迎をお手伝いしました。

餃子の形が崩れていても
自分の手で作ったものだけに美味しさもひとし
おです。男性も料理に積極的に参加しました。

イベントのアルバム
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異文化理解講座

　講演に先立って男性 1 名、女性 5 名から成るメキシ
コ人グループによる踊りが披露されました。衣装は色
鮮やかな原色をたくさん使ったものでしたが、踊りの
内容は神様に感謝の意を伝える伝統的な儀式舞踊との
ことでした。 

講演および配布資料より内容抜粋：
　Mexico はスペイン語でメヒコと読み、アステカ帝国
を築いたメヒカ族の名。総面積は日本の 5 倍、人口は
1 億 1 千万人。首都メキシコシティは標高約 2 千メー
トルの高地にあるため気圧は平地の 1/4。国土は「象
の鼻」に似ていると言われています。
　日本とは 400 年におよぶ友好関係にありますが、そ
のきっかけは、房総御宿の海岸に遭難したメキシコ船
が御宿の漁民によって救助されたことに始まります。
日本とメキシコは距離は 1 万 km ありますが、一言で
いえば非常に相性が好いのです。

(1) 1609 年 遭 難 船 の 乗 組 員 316
人を救助、1610 年メキシコに送還。

(2) 1613 年伊達政宗は支倉常長親子等
140 人の使節をメキシコ経由欧州・
バチカンに送りました。

(3) デ ィ ア ス 大 統 領（Porfirio Petrano Mori 
Diaz）は 1876 年―1911 年の 35 年間統治。大変
な親日家で名前に Mori が入っているので日本人の
血が混ざっているのではないかと考察しています。

(4) 1919 年野口英世はメキシコに行き黄熱病（yellow 
fever）の研究をしました。後にアフリカに渡り
1928 年に亡くなる前の数ヶ月をアフリカで過ごし
ました。

(5) 1941 年太平洋戦争直前までメキシコは、孤立した
日本へ石油を輸送。

(6) 1951 年サンフランシシコ講和条約締結。1952 年
メキシコが最初に批准。

(7) 2004 年日本は初めての二国間自由貿易協定をメキ
シコと締結。

(8) メキシコは今深刻な公害問題に悩まされています。
(9) アイスクリームなどでおなじみのバニラは同国原産

の蘭の花。 
(10) メキシコ国民への世論調査：「世界のどの国を一

番信頼しますか？」の問いに対する回答。1 位日本
34%、2 位米国 29%、スペイン 9%。 

　講演の後再度メ
キシコ人グループ
によるダンス 2 曲
が披露。来場者に
も踊りの輪に入る
よう呼びかけがあ
り皆ステップを教
えてもらって楽し
く踊りました。

田辺光宏氏

田辺光宏氏プロフィール

1939 年生まれ。NHK チーフアナウンサー、
JICA シニア海外ボランティアを歴任。
現在 NPO法人「JICA シニア海外ボランティア
の経験を活かす会」常任議長	

日　時：2010 年 12 月 12 日（日）
　　　　14:00 ～ 16:00
会　場：あびこ市民プラザ　ホール
参加者：95 名
講　師：田辺光宏氏
司　会：油川美和（AIRA 会員）

日墨交流 400 年
遠くて近い国メキシコ

メキシコの伝統舞踊
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アミナタさんの指導でピーナッツ・シチューとサラダ

フルーツに挑戦しました。

(1) ピーナッツ・シチュー

　セネガル料理といっても主な材料はご飯、牛肉、た

まねぎ、にんじん、じゃがいも、さつま芋、オクラ、

にんにくで、調味料もピーナッツバター、トマトペー

スト、塩、こしょう、コンソメ、とうがらしといった

いずれも日本で身近にあるものばかりです。セネガル

から特別に取り寄せたものはありません。大雑把に言

えばピーナッツ味のカレーライスといったところです。

料理も先に炒めておいた牛肉と全ての食材を 40 分程

煮込めば出来上がりです。

　驚いたのは人参、じゃが芋、さつま芋は皮をむくだ

けで、切らずにそのまま入れるし調味料も何ミリリッ

トルとか大さじ何杯といった細かいことはせず全て目

分量で豪快に入れます。しかし後でわかるのですが煮

具合も味付けも素晴らしいのです。大きなプレートに

ご飯を盛りシチューをかければ出来上がり。

　アミナタさんによるとセネガルではご飯とシチュー

を指先で丸めて食べる。この食べ方が一番美味しいと

勧められトライする人もいましたがほとんどの人は小

皿に分けてスプーンで食べていました。大変おいしく

何回もお代わりする人もいました。

(2) サラダフルーツ

　缶詰めのミックスフルーツ、生のバナナ、りんご等

を食べやすい大きさに切って、ヨーグルト、無糖練乳、

バニラエッセンス、 砂糖を加えて混ぜる。調理は簡単

でしたがとても甘くおいしかったです。

(3) セネガルについて

基本情報：国土面積は日本の約半分。人口は約 1300

万人。首都ダカールは、パリ・ダカール・ラリーの終

着地点として有名。公用語はフランス語。イスラム教

徒が約９６％。

食　事：回教国なので豚は食しない。料理を食べると

きは家族で大きなお皿一枚に盛られた料理を囲んで全

員で手で食べる。

　玉ねぎをむいていて涙が出るときは、頭の上に玉ね

ぎの皮を置くと涙が出なくなるという言い伝えがあり

ます。料理はいつも多めに作り人数が増えた時、不意

の来客に備えたりお隣に配ります。セネガル料理はア

フリカ料理のなかでも特に洗練されているとされ人気

が高いそうです。

　料理の後、セネガルの最新の歌と伝統的な音楽に合

わせて皆で一緒にダンスをしました。身長 177cm. の

スレンダーなアミナタさんが踏むユニークなステップ

に皆見とれていました。

AIRA 文化講座

「セネガルの家庭料理と文化」
日　時：2011 年 1月 26 日（水）10:00 ～ 13:00
場　所：我孫子北近隣センター調理室（並木）
講　師：ムバイ・アミナタさん（Miss.Mbaye	Aminata　－ Republic	of	Senegal）
　　　　中央学院大学の女子留学生。セネガル語、フランス語、英語、日本語を話す
受講者：17 名	（うち男性 3名）
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InformationInformation

★編集後記

　2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大地

震と原発事故により多くの外国人が日本から

脱出しました。筆者自身浅草仲見世はよく行

くのですが 4 月に行った時は人通りがまば

らで閑散とした様子を身をもって体験しまし

た。我孫子市からも移動した外国人がおられ

るそうですが、早く安心して帰って来られる

日が来ることを切望します。

（2011. 5.10 記）門田
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「AIRA Cultural Dance Group」メンバー募集

　交流部会の AIRA Cultural Dance Group はバンブー

ダンスを中心に、フィリピンダンスの練習を企画して

います。フィリピン人優先ですが、日本人でも興味の

ある方は事務局までご連絡下さい。

書そんじハガキご協力のお礼

　2010 年 11 月 1 日～ 2011 年 2 月 28 日までのキャ

ンペーン期間中に、市内の行政サービスセンター、ア

ビスタ、商工会に設置の回収箱及び事務局にご持参

くださいました書そんじハガキは、2,026 枚になり、

68,302 円分の切手と交換できました。今回は 40,000

円を（社）ユネスコ協会連盟を通して、東日本大震災

の募金口座に振り込みしました。残りの 28,302 円分

の切手はユネスコの寺子屋運動に送りました。

　AIRA 事務局は常時回収箱を設置しています。また、

インフォメーションセンター（アビシルベ）にも書き

そんじはがき回収箱を設置してあります。私たちに出

来る小さな活動に引き続きご協力をお願い致します。

ホストファミリー登録者募集

　AIRA ではホームステイを受け入れてくださるご家庭

の登録をお願いしています。多くの方の応募をお待ち

いたします。毎年、中央学院大学の留学生（韓国・台

湾等）のホームステイも受け入れています。日本の家

庭の体験をして戴き大変喜ばれています。中国語入門

や韓国語入門受講の方、この夏トライされてはいかが

でしょうか？

文化講座スタッフ会議

　文化講座は、主に外国人を対象とし、浴衣の着付け、

生け花、お料理、施設見学、ポットラックパーティ等

を実施しています。

　講座の今年度の事業の打合せを下記の日程で行ない

ます。興味のある方、スタッフとして協力できる方は

ご参加下さい。

　　日　時：6 月 14 日（火）午後 2 時から

　　会　場：市民プラザ　サロン

イベントスタッフ募集

　AIRA の下記の事業についてスタッフを募集します。

　☆スピーチ大会　　　　開催日   9 月 25 日（日）

　☆あびこ国際まつり　　開催日 11 月 20 日（日）

　6月 15 日（水）の実行委員会にご出席ください。　

　　　スピーチ大会 18：30 から

　　　あびこ国際まつり 19：00 から

（出席者は事務局まで連絡）

東日本大震災に際して

　この度の震災で被害に遭われた皆様に、改めて心か

らお見舞い申し上げます。

　会員の皆様には事務局の閉局等でご迷惑をおかけい

たしました。教室の手配等で心配された語学講座の新

学期も無事スタートすることができ、担当者一同安堵

しています。今後も教室の変更があったり節電をお願

いしたり皆様のご協力を仰ぐことが予想されます。ご

理解のほど、よろしくお願い致します。

Information

世界寺子屋運動とは
世界中のすべての人が、読み書きや計算を学べるように、

教育の機会を提供する運動です。日本ユネスコ協会連盟

では、皆さまからのご協力（募金や書きそんじハガキの

回収）をお待ちしています。（ユネスコ HP より）


