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出場した市内中学生の皆さん

平成19年2月10日 市民会館小ホールにて

▼ 最優秀賞の福重仁美さん

▼ 優秀賞の佐藤夏実さん

▲ 審査員長 白畑教授の講評と審査員の皆さん

第1回 中学生英語スピーチコンテストに寄せて
第1回の中学生英語スピーチコンテストを開催でき
ましたことは、関係の皆様のご協力、ご支援のおか
げと厚くお礼申し上げます。参加した市内6中学校の
10名と特別参加1名の皆さんの発表は堂々としていて、
見事なスピーチでした。審査員長の静岡大学 白畑知
彦教授の講評でも、とてもレベルが高いとお褒めの
言葉をいただきましたことは大変うれしいことでした。
中学生たちに話せる英語の力を磨く機会を作りた
いという思いは、長い間の協会の懸案事項でした。
一昨年旧姉妹都市協会の資金をGIAに寄付したいとの
ありがたいお申し出がありました。早速使途検討委
員会を立ち上げ種々検討させていただき、旧姉妹都
市協会の皆様のお心にかなう使いみちを話し合いま
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した。その結果、中学生英語スピーチコンテストに
使わせていただくことに決まりました。
人は言葉を使って話し合いをし、自分の思いを伝え、
お互いを理解します。これを機に中学生たちが、自
分の思い、考えていることをどのように話すか、内
容のあるスピーチをするためには本をたくさん読み、
郷土のこと、日本のこと、世界のことをしっかりと
学び、そして何よりも美しい日本語を話すことも併
せて目標にして努力して欲しいと願っています。未
来を担う中学生の英語の力を高めることを目指し、
さらに良いコンテストにするための課題を探り、第2
回目に生かしてゆきたいと考えております。今後とも、
ご支援ご指導を賜りますよう、お願い申し上げます。

活 動 報 告
ジョー・パワーズ ハーモニカコンサート
姉妹都市提携20周年を迎えるプレイベントとして、ビーバー
トン市から世界的ハーモニカ奏者ジョー・パワーズさんとギター
奏者ルイス・チャイルズさんを迎えて、コンサートが開かれま
した。聴衆はすばらしいハーモニカの音色に魅了されました。
当日は御殿場ハーモニカ同好会の合奏もあり、演奏のあと、
200余名の参加者はお茶とケーキを楽しみながら出演者となご
やかに交流しました。

11月27日

YMCA東山荘にて

第1回 中学生
英語スピーチコンテスト

▲ マスクと手袋で清潔・安全

国際交流フェア

▲ いろんな国の味を楽しみました

1月28日（日）
御殿場市民会館小ホール
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第12回
日本語で話す会
日時：2月18日（日）
場所：原里愛郷会館
▲流れるような華麗な動きの
太極拳

▲フィナーレ！ みんなで踊ろう
よさこいだー

初めて在住外
国人のための
防災体験を実
施しました。

日本語講座Ⅲ

6ヶ国10名の小中学生と先輩・保護
者の代表が、日頃の思いを日本語で発
表しました。

1月14日から始まりました今年度3回目の日本語講座は、3月18日に
全8回を無事に終了しました。受講生は15名でした。

ト
海外レポー

JICA青年ボランティアとして、ブラジルで活躍している
元GIA事務局員加藤志保さんに現地での様子を伝えていただきます。

地球の裏側で出逢った素晴らしき日本

加藤

志保

理が振る舞われ
いなり寿司、巻き
ます。その催し
寿司、季節の野菜の
の中には「運動
煮しめ、色とりどり
会」、
「敬老会」
の漬け物、手作りの
や「演芸祭」な
味噌で作ったお味噌
汁に、おまんじゅう。 どの日本的な行
運動会では日本とブラジルの
事も含まれてお
これらの食事を囲ん
国旗が掲げられる
でカラオケを楽しみ、 り、はるばる海
を渡ってきた先
お年寄りはゲートボール、子ども達は和太鼓やよさこ
盆踊りに浴衣を着るのが楽しみ
輩達がいかに祖
いソーランの練習に励みます。
（前列中央が加藤さん）
国「日本」を大
さて、ここはどこでしょう？
切に想い、異国の土地で日本人同士助け合って切り抜
何と答えは「ブラジル」です。
けてきたか、という事をひしひしと感じます。
大抵の日本人が「ブラジル」という言葉に思い浮か
べるもの。それはやはりサッカー、アマゾン、カーニ
日本語学校でも、子どもだけでなく親子ぐるみのつ
バル、イグアスの滝などではないでしょうか？しかし、 ながりが強く、親子でない子どもと大人がごく自然に
ブラジルと言えば、かつて日本人が何十日もかけて船
一緒にいる姿をよく目にします。こうしてコミュニティー
でブラジルへ渡って行った「移住」の地である、とい
全体で子ども達の成長を見守り、子どもは家族の枠を
うことを私達日本人は忘れてはいけません。
越え、社会性を身につけ、地域社会の中で成長してい
私は現在、ブラジルのサンパウロ州、サンパウロ市
くのです。
今の日本でこういう光景に出会う事はなかなか出来
から100kmほど離れたピエダーデ市という町にJICA
ないことでしょう。
日系青年ボランティアとして派遣されています。この
日本に居た頃、よくブラジルから来た日系の人に「日
町には大きな日系コミュニティーが存在し、そこで私
本の日本人は冷たく感じる」と言われて「ああ、いく
は日本語学校の教師として活動しています。この学校
ら日系人でもこの人達はやっぱりラテン気質だから日
に通って来る子ども達は皆、生まれも育ちもブラジル
本の習慣が淡白に写るんだろう。」なんて思っていま
の日系人子弟です。ブラジルの学校は日本と違い半日
した。でも、一概にそうではなく、ブラジルの日系コ
制なので、残った半日を有意義に過ごすため、子ども
ミュニティーの中で育った日系人にとって、今の日本
達はこの日本語学校へ通って来るのです。
社会はあまりに個人主義で物足りなく感じるのだろう、
さて、ブラジルの日系コミュニティーとは？それは
という事を改めて知ることが
一言で言えば「今の日本が忘
できました。
れた古き良き日本」です。
会には青年部、婦人会、老
早いもので私の任期もあと4ヶ
人会があり、学校だけでなく
月程となりました。帰国を目
カラオケ部、ゲートボール部、
前にして、私が過ごした素晴
和太鼓部、野球部、サッカー
らしいコミュニティーの素敵
部など様々なクラブ活動も盛
な人々の事を一人でも多くの
んです。そして殆ど毎週末、
人に伝えていく事がこれから
色んな催しが開催され、その
の私の義務ではないか、と考
年に一度の盆踊りは皆の楽しみ
度に冒頭に書いたようなお料
えるこの頃です。

御殿場市出身の森岡さん マダガスカルから国家勲章を授与
御殿場市出身の森岡伸介さんは、2003年から3年間JICAの専門家とし
てマダガスカルに派遣され、多大な貢献をしたことを認められて、同国政
府から国家勲章「シュバリエ章」を授与されました。
森岡さんは水産行政アドバイザーとして漁業水産資源局に配属され、調
査分析や資源管理の技術移転を行ってきました。また効率的にプロジェク
トが進むようにいろいろな面で調整役を果たし、漁民たちとも信頼関係を
築いてこられました。

授与式にて（左から2番目が森岡さん）
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フロリダ

リゼット・シュミットさん（保土沢在住）
御殿場に来るまで
私はアメリカのフロリダ州で生まれ、ニューヨーク
で育ちました。その後約20年間、ドイツ南部のアウグ
スブルグに住み、イタリアに2年半、沖縄での生活を
経て、1999年の12月に御殿場へ来ました。他の国は
どこか共通する部分もありましたが、日本は文化や習慣、
人など、すべてが独特で新しい経験ばかりでした。今
でも新しい発見があります。

普段の生活
市内の外語学院で英会話を教えています。以前はド
イツ語を教えていた事もあります。生徒さん達とのレッ
スンはとても楽しい時間なので、この仕事はずっと続
けていきたいです。今朝も8時半からのレッスンをす
ませてきたところです。週末は友人や家族と過ごすこ
とが多く、リラックスした時間を過ごしています。また、
ガーデニングや家の中を飾って楽しんでいます。最近
は日本料理も習い始めました。麺類はなんでも好きです。
刺身などは問題ありませんが、納豆やオクラなど粘り
のある食べ物は苦手です。5才になる孫は納豆が大好
きでよく食べますが、その時はなるべく見ないように

お

知

しています。日本人は私よりも食事の量が多いのに、
やせているのは驚きです。わからない事は友人達に聞
いているので、普段の生活で困る事はありません。

御殿場の皆さんへ
御殿場は富士山、箱根などの山に囲まれ、景色もよく、
のんびりした雰囲気がとても気に入っており、これか
らもずっと住み続けたいと思っています。日本の方々は、
英語をあまり話さず、外国人を見ると逃げていってし
まう事が多いようです。でも、違う国の言葉を話すの
ですから、正しく話せなくても問題ありません。間違
いも笑って楽しめるような気持ちで気軽に声をかけて
下さいね。

インタビューを終えて お仕事などお忙しい中、時
間を割いていただいてのインタビューでしたが、笑顔
を絶やさず、穏やかな語り口でお話を聞かせていただ
きありがとうございました。お友達に車の修理をして
もらった話や、生徒さんから手作りのビーズネックレ
スをプレゼントされたという話等から、日本に根を張っ
て生活している様子がうかがえました。

ら せ

姉妹都市ビーバートン市より訪問

外国語版防災マップができました
★在住外国人に対する防災情報提供
の一環として作成されました。
避難場所や災害時対策本部等が英語、
ポルトガル語、スペイン語で紹介
されています。
※1月に行われた国際交流フェアで配
布されましたが、GIA事務局及び、
市役所防災対策室、市民課でも受け
取れます。

あとがき

2月始めにドバイに行ってきました。
石油で潤う国は、夢の未来の街のようでした。ここも
温暖化の影響か今年は雨が多く、砂漠がうっすら緑になっ
ている所もありました。ゆうあい47号はいかがでした
か？ご感想をお寄せ下さい。（K.O）

首都：ワシントンDC
人口：約2億8000万人
言語：主として英語
（法律上の定めはない）
宗教：信教の自由を憲法で保障
主にキリスト教
通貨：ドル
面積：日本の約25倍

市の姉妹都市であるビーバートン市（ア
メリカ・オレゴン州）より市長をはじめ、
18名の方々が御殿場市を訪れます。
3月28日（水）〜31日（土）の4日間、
市内に滞在される予定です。

平成19年度 G IA総会
日時：平成19年4月21日（土）13：30
場所：高根中郷館

御殿場市国際交流協会（GIA）事務局
〒412―8601 御殿場市萩原483（御殿場市役所西館2階）
TEL：0550―82―4426／FAX：0550―81―6439
E-mail:gia@mail.wbs.ne.jp
URL:www.city.gotemba.shizuoka.jp/gia/

