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志摩市国際交流協会会報
Shima International Exchange Association 発行/志摩市国際交流協会

第10号 2 0 1 0 年 3 月 3 1 日

「しま日本語教室」の開設に向けて
志摩市在住の外国人登録されている方は131名。異国で生活していく中で日本語によるコミニケーション能力の

向上は、共生社会を目指すという意味で重要な事です。そのような生活していくうえで必要な日本語を学びたい外

国人住民のための、日本語学習の支援を目的とした「しま日本語教室」開校に向けて準備をしています。

この教室は、志摩市国際交流協会が主催、志摩市がバックアップしてくれます。志摩市国際交流協会に入会し所

属していただいたボランティアによる非営利な教室です。

当初のボランティアスタッフは、昨年日本語ボランティア講習会に参加していただいた方を中心に始めていきま

すが、この会の目的と意義を理解し、熱意と責任をもって教室の運営に協力してくれる方は、いつからでも参加し

ていただける体制にしますので、今後のご参加をお願いします。

学習内容は、学習者（生徒）のレベルに応じてテキスト「みんなの日本語」を用い、グループ学習または個人学

習で行い、原則として日本語で教えます。

また、お互いの人権意識に基づいた活動であり、教室内では政治的・宗教的活動および営利目的の活動を行うこ

とは禁止します。

皆様のお知り合いの在住外国人で、日本語を学びたい方がおられましたら、「しま日本語教室」開校を教えてあ

げてください。

開校日　　平成22年６月４日（金）　午後７時〜

学習日　　毎週金曜日：午後７時〜８時30分

場　所　　鵜方公民館　講義室　志摩市阿児町鵜方1975

お詫びとお知らせ
　２月28日（日）国際交流コンサートは、チリ地震の影

響で津波警報が発令され避難勧告がでていたため中止と

させていただきました。当日会場まで足をお運びいただ

きました皆様には深くお詫びいたします。

◦国際交流コンサート　７月４日（日）
　　　　　　　　　　阿児アリーナ　入場無料
　南米音楽フォルクローレのコンサートを実施します。

ペルー人一家の様々なエピソードのトークを交えて楽し

く多文化理解ができるようなコンサートです。

鵜方駅 至大王至浜島

鵜方
公民館
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82年のときを刻んで

人形大使「ミス三重」

19世紀末から20世紀初め、日本からの多くの人々が

新天地を求めアメリカやブラジルに移民として渡ったこと

はよくご存じだと思う。その中で移民問題をめぐって日本

とアメリカが対立し、1924年には新移民法成立により両

国の溝はだんだん深まっていった。そのことを深く悲しん

でいた日本人の一人である渋沢栄一氏（1840～1931）と、

彼と親密な同志であったシドニー･ルイス･ギューリック氏

（1860～1945）が中心となって、アメリカと日本での素

晴らしい人形交流が始まった。その歴史には「友情の物

語」があり、80年以上たった今でも、両国に残る人形たち

は我々に大切なメッセージを語りかけている。

■当時の時代背景

■「青い目の人形」誕生と人形交流計画
1926年に設立された世界国際児童親善会の事務局長

となったギューリック氏は日本の子ども達に人形をプレ

ゼントしようと民間レベルの交流を計画した。そして、「ア

メリカにも日本と仲良くしたいと願う人達がたくさんいま

す」というメッセージを人形に託した。1927年（昭和２

年）日本のひな祭りの頃、アメリカからかわいい人形達が

続 と々プレゼントされた。日本の子ども達は、その人形を

「青い目の人形」と呼び、大喜びで迎えた。

この人形交流計画運動は、ギューリック氏の積極的な

働きかけにより、アメリカの子ども達が人形を購入し、可

愛い服を作って着せたりカンパの資金を集めたり、そして

一つ一つの人形に名前を付け日本の子ども達への手紙を

書き、愛情一杯の人形使節は日本に旅立ってきた。　

約12,000体の歓迎された「青い目の人形」達は、人

形旅行局が発行した特別パスポートとビザを持っていた。

旅行カバンには着替えの服やアメリカの子ども達の手紙

も入っていたそうだ。

三重には約200体が小学校や幼稚園に届けられたそ

うで、人形達はおしゃれなドレスを着て、寝かせると目を

つぶり、起こすと「ママー」という人形に三重の子ども達

は大喜びだったそうで、各地区で歓迎会を開き、「歓迎の

歌」を歌って、この人形を大切にしたそうだ。志摩市内の

小学校にも９体は贈られた記録は残っている。

しかし現在、三重の人形は９体しか見つかっていない。

戦争時に「敵国の人形」だという理由で、壊されたり捨て

られたりしたそうで、その９体は大事に守られていたの

でだろう。志摩町越賀小学校でも「メアリちゃん」が見つ

かっている。

2009年夏、答礼人形「ミス三重」が82年ぶりに里帰りをしました。県内での巡回展を終えたあと、東京
で修復され、2010年３月〜５月の県内での展示会のあと６月には再び人形大使としてアメリカに帰ります。
志摩市阿児町での展示会の前に、平和と友情と国際交流の親善大使について紹介します。
なお、これらの資料は『答礼人形「ミス三重」の里帰りを実現させる会』の貴重な資料の中から転載させ
ていただいております。

三重に残る９体の「青い目の人形」たち
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◦シドニー･ルイス・ギューリック氏（1860〜1945）　
マーシャル諸島の小島に

生まれた彼は、父と同じ宣

教師となって、1888年熊本

に赴任。大阪・松山・京都な

ど各地で活動し、1913年に

病気静養のためアメリカに帰

国するまでの25年間を日本

で過ごす。帰国した彼は、排

日運動が高まっていく中で、

両国の関係を改善する運動に力を注いだ。日本への無知

や誤解が原因であり、お互いに理解しあえば解決できる

と考えていたようだ。そして人形交流計画を立て実行し

ていく。反日感情の高まる中で、日本人擁護の立場をとり

「日本のスパイ」と言われたほどであったが、彼の深い人

間愛、不当な人種差別を受けている日本人移民に正当な

権利をと願い続けた熱意は、終生変わらなかった。

彼の墓は、一族の生まれ故郷であるマサチューセッツ

州、亡くなった地のアイダホ州、そして神戸の外人墓地に

あり、祖父母や母・姉と共に眠る神戸の墓碑には「宣教

師であり、政治家であり、生涯かけて日本人の友人であり、

教師、説教師、学者、作家であった」と記されているそう

だ。

■答礼人形を贈ろう

◦渋沢栄一氏（1840〜1931）
「資本主義の父」と言わ

れ、東京国立銀行、東京ガ

ス、王子製紙、キリン・アサ

ヒ・サッポロビール、帝国ホ

テルなど500以上の会社を

設立した。また、「財なき財

閥」と言われ、経済活動で

得た財産を惜しみなく社会

に還元し、渋沢氏が関わった非営利の公共社会事業は、

結核予防会、盲人福祉協会、聖路加国際病院、一橋大学

など600以上になるそうだ。

彼は民間外交にも力を注いでいた。アメリカ移民排訴

運動に危機感を募らせ、民間レベルで両国の関係を修復

させたいと願っていた。

1926年２月、人形計画を知った日本の外務省はとまど

い、ギューリック氏とも親交の深い渋沢氏に支援を求め、

彼のもとにギューリック氏からの支援要請もあり、日本の

受け入れの中心として活躍することになった。この時彼は

すでに86歳であった。

1927年２月に、日本国際児童親善会を設立しその会長

となった。この会が人形交流に関するすべての事務局と

なった。人形受け入れに関わる経費のうち、半分以上の

資金が不足したが渋沢氏と彼の設立した日米関係委員会

が補っていた。

彼は、この活動を通じて、民間から日米の友情と平和が

実現することを望んでおり、人形計画は渋沢氏の活動が

なければ実現したかったといっても過言でない。

日本国際児童親善会では、「青い目の人形」の

お返しに「日本からもクリスマスに人形を贈ろう」

という計画を立た。経費は子どもたちに一銭募金

をしてもらい、一体につき人形150円・衣装150

円・お道具50円・合計350円（今のお金で260万

～280万円）という、高級な市松人形を贈ることと

なった。

人形業界の技術の粋を尽くした答礼人形58体

は、まるで人間のようにパスポートや船の一等室

の切符を持ち、鏡や箪笥などの道具も持たせても

らい、盛大な送別会が開催され、式場には、代表

児童2000人、文部省・外務省の高官、皇族の令

嬢が出席したそうだ。

1927年アメリカに渡った人形たちは、それぞれ

州に届けられるまで、一年間ほどアメリカ各地を

まわって紹介・展示され大歓迎された。答礼人形

の中には、行方不明になったものもあり、現在44

体が確認されている。

答礼人形には出身地名をとって「ミス

○○」と名付けられた。三重から贈られ

た人形にも「ミス三重子」と名前がつけ

られ県内６ヶ所で送別会が開催され送

り出された。



志摩市国際交流協会

4

ご参加ありがとう
▪クッキングセミナー

「食を通じて世界を知る」セミナー。今

回はブラジル料理で、国の文化や習慣を理

解していただきました。講師は浜島町在住

の、松尾オルダイル・とも子夫妻で、流暢

な日本語とアシスタント

の息もピッタリでした。

３種類のメニューは、日

本の食材で作れるよう考

案してくれてあります。

参加しなかった方もレシ

ピを参考に挑戦してみて

ください。

１月24日（日）　参加者35名

アメリカでの長い巡回展示の間に、人形と人形名のは

いった台座が入れ替わってしまい、三重から贈った「三重

子」も同じ滝沢光龍斎氏の作品であった「ミス兵庫」（ミ

ズーリ州セントジョセフ博物館保管）と入れ替わったまま

ネブラスカ大学州立博物館に届いた。贈られた当初から、

ネブラスカ大学博物館の学芸員も「三重子」の写真と人

形が違うことに気づいていたことも記録に残っている。

しかし、「三重県から贈られた人形」として、その後80

年以上も大切に保管してくれていたネブラスカの皆さんの

友情の心から「ミス三重」は三重の人形として存在してい

る。

■「ミス三重」と「ミス三重子」

■よみがえる人形交流、答礼人形の里帰り

■おかえりなさい「ミス三重」

■ミス三重と青い目の人形展

1973年３月、ＮＨＫが「人形使節メリー」という番組を

放映したことがきっかけとなり、不幸な時代を乗り越えて

きた人形たちがクローズアップされ、出版物や展示会も

活発になり、平和学習に活用するなどの取り組みも進めら

れてきた。

また、答礼人形の調査・研究も高岡美知子氏を中心に

日米両国で進められ、答礼人形の里帰りも1974年より

始まった。これまでに35体の答礼人形が里帰りしており、

82年前がそうであったように、市民の力で里帰りを実現

させている。

2008年３月、「答礼人形『ミス三重』の里帰りを実現

させる会」が発足し、会員160名は各地区・各部門に分か

れ、ボランティア活動を続けている。多くの方の善意の募

金や様々な方のご協力により、「ミス三重」は2009年夏、

82年の時を越えて三重へ里帰りした。

志摩市・阿児ライブラリー アートホール　４月６日（火）〜11日（日）

その他県内会場
鳥羽市・ミキモト真珠島	 ３月30日（火）〜４月 4日（日）
尾鷲市・熊野古道センター	 ４月13日（火）〜18日（日）
熊野市・紀南ツアーデザインセンター	 ４月20日（火）〜25日（日）
松阪市・松阪文化財センターはにわ館	 ４月29日（木）〜５月 4日（火）
津　市・津松菱百貨店	 ５月	 5日（水）〜10日（月）
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▪国際交流文化事業

 大王町登茂山公園チムニーホールで、市内在住

外国人８カ国10家族の方に参加していただき、各お

国の家庭料理を持ち寄って交

流会を実施しました。パフォマ

ンスショーやマジックショー、

ビンゴゲームとおしゃべりに花

が咲き、国際色豊かな交流会

でした。

３月27日（土）　参加者51名

パステウ（ブラジル風揚げぎょうざ）
ブラジルのオーソドックスなスナック。ブラジル定番のおやつです！
いたるところで売ってるんですよ。ブラジル食材が手に入らない人の
ための究極のパステウレシピ！ お子様のおやつにいかが？

材料：（５人分）
【ひき肉】
■ミンチ‥‥200g	 ■ゆで卵‥‥2個
■たまねぎ‥‥１個	 ■オリーブオイル‥‥適当
■チーズ‥‥40ｇ	 ■オリーブ‥‥適当
■オレガノ‥‥適当	 ■パステウの皮ないときは春巻きの皮‥‥２p
■揚げ油	 ■ケチャップ（お好みで）‥‥適量

① 荒みじんの玉ねぎを透き通るまで炒め、ミンチを加えて炒める。
炒めたものを冷ます。

② ①に粗みじんにしたゆで卵、チーズ、オリーブ、オレガノを混ぜ塩
コショーで味付けする。（好みで､パセリ、コリアンダー、ガーリッ
クなどを加える。）

③ ②をパステウの皮で包み、フォークでまわりを押さえて生地をくっ
つける。

④ 油できつね色になるまで揚げる。
★ケチャップを付けて食べても美味！！！

【グワバ】
■グワバ‥‥適当	 ■チーズ‥‥適当

① グワバをスライスする。
② パステウの皮でグワバとチーズを包み、フォークでまわりを押さえ
て生地をくっつける。

③ 油できつね色になるまで揚げる。

【ポイント】
＊パステウの生地は、乾くと生地同士がつきにくくなるので具を包む
時は手早くする。餃子の皮のように水をぬらなくても生地はくっつき
ます。また、市販の生地は水気に弱いので、汁気のあるものは避ける
か包んだらすぐに揚げるようにしましょう。

フェジョン（ブラジルの豆シチュー）
ブラジルのお袋の味、フェジョンです。日本のお味噌汁のような存在
で、ブラジルでは、各家庭の味があります。

材料：（５人分）
■カリオカ豆（又はフェジョン・プレット。日本では、うずら豆で代用可）‥‥250g
■ニンニク‥‥１カケ	 ■ベーコン（ブロック）‥‥50g
■カラーブレザ‥‥50g	 ■玉ねぎ‥‥1/4個
■油‥‥大さじ1〜2	 ■ニンニク風味の塩（食塩でも代用可）…適宜

① 豆は12時間以上水に浸しておく。
② ニンニク、玉ねぎはみじん切り、ベーコン（ブロック）は、1.5〜
2cm程度の角切りにする。

③ 鍋に豆と水を入れ灰汁を取りながらやわらかくなるまで煮る。（水
が少なくなったら足す）＊圧力鍋の場合は、ヒタヒタより少し多め
の水量で強火にかけ、灰汁をとり、蓋をして圧がかかったら弱火
にして５〜10分で火をとめ自然減圧する。

④ フライパンに油を熱し、ニンニクを炒め、香りが出てきたら、ベー
コンを加え、油が出てくるまでよく炒める。

⑤ ④に玉ねぎを加え、透き通るまで炒める。
⑥ ③の煮えた豆に、⑤を加え、煮込む。
⑦ 塩を加え、味を調え、豆を少々潰す（多少のトロミがつく程度）よ
うにかき混ぜる。

★うずら豆で作ったもの。豆が大きく、また、皮がしっかりしているの
で、汁がシャバシャバでトロミがつきにくいですが。

【コツ、ポイント】
＊豆は、うずら豆などで代用しても可＊煮ておいて、食べるときに再
び火を通したほうが美味しい。＊ベーコンブロックの代わりに、粗挽
きソーセージを1㎝程度の厚さに切って使っても美味しいです（その
場合は炒めないで、そのまま入れて煮込んでもOK）＊半熟目玉焼き
を乗せて崩してたべるというのもGood

ブリガデーロ
コンデンスミルクを固めたお菓子！ちょっとキャラメルのような感じで、
たくさんは食べられませんが、コーヒーなどと一緒に食べるとほっとす
るお菓子です。ココアの代わりにココナッツミルクを入れて白く作った
ものを「ベイジーニョ」と言います。こちらはまわりにココナッツをまぶ
します。２色にしてブラジル製のミニアルミカップに入れると超カワイ
イッです。(^o^)丿お誕生日などお祝いのときに出すお菓子だそうです。

【材料】
■コンデンスミルク‥‥１缶	 ■マーガリン‥‥大さじ１
■ココア‥‥大さじ２	 ■チョコスプレー‥‥１袋　
■マーガリン‥‥適当（成形用）

【作り方】
① 鍋にコンデンスミルク・バター・ココアを入れ、かき混ぜながら煮る。
② 少し硬くなってきたら、火からおろし冷ます。
③ あら熱が取れたら、手にバターをつけて２㎝ぐらいのボール型に
丸め、まわりにチョコスプレーをまわりにつける。

※フライパンはテフロン加工のものを使用し、焦付きを防ぐ。
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会員募集
志摩市国際交流協会にご入会ください!!

年会費　　個人会員　　　 	 2,000円
　　　　　賛助会員　一口 10,000円
※会費の納入につきましては出来るだけ郵便局から
の振込みでお願いします

申込先　志摩市国際交流協会事務局：
TEL/FAX	55−0330（留守番電話）

やわらかな日差しが街を照らし、我が家の小さな花壇にもたくさんの花々が顔を出し始めました。
厳しかった冬が終わり、いよいよ待ちわびていた季節がやってきました。しかしながら世の中の情勢はま
だまだ厳しく生活がしにくくなっている現状ではないでしょうか。そんな中、紙面でも紹介をさせていただ
いていますように、昨年の夏、答礼人形（ミス三重）が 82年ぶりに里帰りしたという嬉しいニュースもあ
ります。
新年度は「しま日本語教室」が立ち上がります。異国の文化に触れ、自らも研鑽するいい機会だと思いま
す。新しい出会いを楽しみにしています。	 （Ｋ）

▪広報委員
田　中　真　理

城　山　義　久

小山崎　幸　夫

倉　谷　良　正

事 務 局

❶お名前は？　　　　　❸志摩市に決めた理由は？　　❺ご出身地は？　　❼日本食で好きなものは？　❾20年後の貴方はどう
❷いつから志摩市に？　❹志摩市の好きなところは？　❻ご出身地のＰＲ　❽得意なこと、趣味は？　　　してると思いますか？

❶ヒランオン・インミンターラ
❷７年前から志摩市に住んでい
ます。

❸友人がいたことと、子育てに良
い環境だと思い住んでいます。

❺タイ、バンコクの東方の町です。
❻豊かな自然の農耕地域で、お米・イモ・野菜
がたくさんとれるところです。

❼日本食は何でも大好きです。特にしゃぶしゃ
ぶ・刺身が好きです。

❽タイ式オイルマッサージ、占いの勉強をして
います。そして神様をいつも信じています。

❾子どもは独立して生活
していると思うし、占

いの仕事をしていられ

たら良いと思っていま

す。

❶王　星月
❷2009年４月から志摩市に住
んでいます。

❸自然環境が大好きだというこ
と、またたくさんの素晴らし

い出会いができ、非常によい人生の勉強をさ

せていただくことができると思ったからです。

❹合歓の郷です。「合歓の郷を訪れたお客様に
『生きる歓びをわかち合う郷』という意味を

こめて、命名されました」という言葉を深く

感じました。

❺中国の上海です。
❻2010上海世博会のロゴ図案の形は、漢字の
「世」と似ており、数字の「2010」と巧みに

組み合わされて、漢字と数字のバランスが良

く、中国人民が共に世界的な博覧会を開催す

る強い願望を表しています。ぜひ上海万博に

お越しくださいませ。

❼お寿司です。
❽中華料理と刺繍が得意です。趣味は読書と旅
行することです。

❾合歓の郷に勤め、祖国と日本の掛け橋となり
両国の礎と得るような社会人になりたいです。

日本と中国のお客様はもちろん、他の国のお

客様にも喜んでいただきたいです。

会報紙の原稿募集　題材は国際交流に関することなら
何でもＯＫ! 皆様の声をお聞かせ下さい。お待ちしています!!

志摩市で頑張ってます!!


