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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11号 2 0 1 0 年 1 0 月 1 5 日

2010年度志摩市国際交流協会総会開催
2010年５月16日（日）午前11時からホテル合歓アゲイン
にて、志摩市国際交流協会総会を開催しました。本年度は
例年通りの議事内容に加え「役員の補充について」をご審
議いただきまして、原案通り議案はすべて承認されました
ことをご報告いたします。ご協力ありがとうございました。
また、総会終了後は恒例であります会員交流会を催し、
料理に舌つづみをうちながらの情報交換会となりました。

事業計画 収支予算
• 第６回総会・会員交流会　　合歓の郷
• しま市民活動フェスタへの参加
• しま日本語教室開校
• 南米音楽フォルクローレ演奏会
•（研修生ホームステイ事業 予定）
• 会員研修事業（日帰り視察）
• 広報誌発行 11号
• 第13回パエリアコンクールin志摩 協賛
• クッキングセミナー
• 広報誌発行 12号
• 外国文化事業（外国理解講座）

毎月１回　役員会開催（第三月曜予定）
毎週１回　しま日本語教室（毎週金曜日）
随　　時　事業委員会開催
　　　　　広報委員会開催

収入の部	 （単位：円）
科　　　目 本年度予算額 備　　　　　考

１．会　　　　　費 700,000 正会員2,000円×200人＝400,000円
賛助会員10,000円×30口＝300,000円

２．補　　助　　金 700,000 志摩市補助金	 700,000円

３．雑　　収　　入 301,350 事業参加負担金、貯金利息、寄付金 等

４．繰　　越　　金 175,636 前年度繰越金

収　入　合　計 1,876,986

支出の部	 （単位：円）

科　　　目 本年度予算額 備　　　　　考
１．会　　議　　費 300,000 総会･役員会運営費

２．事　　務　　費 385,000 事務用品、切手代、はがき代 等

３．事　　業　　費 1,100,000 広報、食料費、ホームステイ受入、会場借上料、研修会 等

４．負　　担　　金 12,000 三重県国際交流財団

５．交流事業準備積立金 0

６．予　　備　　費 79,986

支　出　合　計 1,876,986
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■７月２日（金）２日目
リンカーン市内のプレスコット小学校を午前中訪問。

折り紙、習字、こま遊び、絵手紙、合唱、マジックを披

露。夏休み中の登校日に訪問を合わせて頂いた。時代の

橋渡しとして、「ミス三重」をこの子供達にゆずり守って

頂きたいと願った。この訪問はその意味で意義深い交流

であった。子どもたちが実に可愛い。

ネブラスカ博物館で昼食、夕食。歓迎パーティ・オガワ 

レイコ（小川礼子）様（考古学研究者）の紹介を受ける。

出身は神奈川。父がマジック趣味と聞く。機会があれば

神奈川を訪ねてほしいと託された。ご主人はネブラスカ

大学教授で同じ研究。

この時、博物館見学中に、絵が航空便輸送中に破損し

たと連絡を受け事務局長滝沢さんと研究室に呼ばれる。

検問中、作品をレーザ光線で検査した模様。梱包したビ

ニールがやや溶け作品の表面に付着。館長さん悲壮な表

情でどうしたらいいか訴えられた。

清㟢　博

ネブラスカ博物館訪問
「答礼人形ミス三重」と

この度のネブラスカ博物館訪問は、私が志摩市の企画

の「答礼人形ミス三重の里帰り」志摩展の実行委員長を

頼まれたことと、もう一つ、県実行委員会から「答礼人形

の絵」を描いて「ミス三重」とともに県下巡回してはと発

案があり、人形を描く機会にも恵まれたことからである。

志摩展は、今年（平成22年）の桜の咲く頃、志摩市立

図書館で開催し大勢の市民にご覧頂いた。

深く感謝申し上げます。

「答礼人形ミス三重」とは。

今から82年前日米の友好を深めるため米国のギュー

リックさんの発案で米国から日本の小学校へ各校一体ず

つ青い目の人形を15,000体、三重県には150体贈られ

た。それを知った渋沢栄一氏の呼びかけで、その答礼とし

て市松人形を各県一体（合計52体）ずつ米国へ贈ること

になった。三重県の人形は身長82センチで「答礼人形ミ

ス三重」といい、ネブラスカ博物館に贈られた。

その後、時には、日米お互い厳しい不幸な時代を迎

えた。戦争中、文部省は各小学校に青い目の人形を処分

するよう通達を出した。この様な事情から三重県には今

では9体しか残っていなことが分かった。志摩市内では

越賀小学校で発見されたメアリーちゃん１体が現存する

のみである。更にもう一体発掘できないかと期待している。

そして、この度、県下多くの方の呼びかけで82年振りに

ネブラスカ州ネブラスカ大学博物館に保存されてあるミ

ス三重の里帰りが実現することになった。

平成21年「ミス三重の里帰り展」が、一年間、県下各地

9体の青い目の人形とともに展示され、平和友好の使節と

して、盛会裡に無事終えた。そして、平成22年6月再びミ

ス三重はネブラスカへ帰っていった。

同時に、県の企画で「答礼人形ミス三重を実現する

会」のネブラスカ州訪問がその7月に行われた。

次は私の訪問日記である。

平成22年７月１日成田を出発。14時間の時差で現地

時刻７月１日午後１時30分到着。快晴の真夏の空。湿度

は30パーセント、緑の絨毯を敷き詰めた芝生。生い茂る

ユーカリの木。四方八方見渡しても山は見えない広大な

平地。これがネブラスカ州ワシントン市の郊外であり、そ

こにあるホテルがネブラスカ州訪問の第１歩となった。

この一行に「ミス三重の油彩画（Ｆ30）」を携え私も加

わることになった。そのわけは、津で行われた「ミス三重

と里帰りお別れパーティ」に人形を迎えに来られたネブ

ラスカ大学博物館館長スーザンご夫妻が私の絵を所望さ

れ、贈呈の運びとなったことである。

私としては思わぬ事で大変光栄に思った。

渡航は津なぎさ町からセントレア、セントレアから成田、

成田からシカゴ、シカゴからネブラスカ。所要時間14時

間。乗り継ぎ待ち時間を含めると何と約20時間の長旅と

なった。

夕方、事務局長滝沢さんに誘われて繁華街へ。鉄道の

ネブラスカ駅がある。丁度貨物列車通過。石油タンクの

貨物列車が最後尾がどこかと思われるぐらい延 と々通過

する。200貨物車の連結。大陸横断。流石。

夜ホテルで我 と々添乗員だけの顔合わせパーティ。夕

食。マジック・合唱の明後日歓迎会のリハーサル。
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恐る恐る作品からビニールをはがすが、一部作品の絵

の具が剥離した。さすが博物館、学芸委員さんが直ちに

油絵道具一式を調達。修復にかかった。30分間、修復完

了。スーザン館長さん胸をなで降ろし安心して下さった。

午後５時30分より博物館で贈呈式・歓迎レセプション。

飲み物を与えられ立食。フリーな気分。日本の文化と全

く違う。日本はセレモニーの後、会食。全く次第が逆。

私の描いた絵が会場正面左に飾られてある。右はミニ

ミス三重。

ネブラスカ館長の挨拶。友好のシンボル「ミス三重」を

永遠に平和の証として大事にすると約束のご挨拶。贈呈式。

夜、三重大副学長とともに懇談。今回の目的の一つに

ネブラスカ大学と三重大学の交流の願いがあった。副学

長はその大役の任があった。

■７月３日（土）３日目
午前９時　ホリデイン・ダウンタウンで開催のヘイマー

ケット朝市へ。日常の生活用品・野菜などが、繋がるテン

トの中に並べて売られていた。駅舎に面する道路が朝市

の会場。土曜であり混雑していた。

午前11時30分　ミスティステーキハウスで昼食。ボ

リュームたっぷり。もっぱら野菜の多い料理サラダを注文。

午後１時　メモリアルスタジアム。

４度全米制覇のアメリカンフットボールスタジアム

を見学。8万人収容できるスタジアム。玄関ホールに

は、その都度優勝に貢献した選手の写真、カップなどが、

整然と大きく

飾ってあった。そ

の後、シェルド

オン博物館、グ

レートブレーン美

術館を訪れ鑑賞。

午後４時　ひときわそびえ立つ州庁舎を見学。

午後５時　パイオニア、パーク見学。雨がしとしと降る。

しかし、情緒あり、緑が映え実に美しい。

この様にこの日はリンカーン市をたっぷり見学。

■７月４日（日）４日目
雨のち晴れ。アメリカ独立記念日。

川崎文庫見学。川崎文庫は、ネブラスカ州に工場をも

つ川崎モーターの提供の図書館。

ネブラスカ大学の一角を占める。本年４月新装。今ま

での３倍の広さ。書籍8,000冊所蔵。３階のこの川崎文

庫からは学園が一望に見渡すことが出来る。昨日見学の

フットボールスタジアムも眺められる。書庫、閲覧室とも

快適な空間を占める。　　　

雨上がり、広大なローリッツエン・ガーデン及び植物園

を見学。日本庭園・バラ園があり親しみを感じた。日本庭

園は屈曲な川の流れを造り石畳の渓流を人工的にあし

らってある。幾何学的な感じをうける。個人の経営。アメ

リカでは公的な公園はないという。すべて個人の寄付が

多い。園内を連結の電気自動車で一巡。富士の山を形

どった公園の一角がある。その頂上は朱塗りの小さい鳥

居が有り、その裾野に瓦葺きの門が設置してある。

その後、ミシシッピー公園見学。

スーザンさん宅招待。独立記念日。四方八方花火が次

から次と上がる。この招待は今回の楽しみの一つであっ

た。11階のマンションの広いベランダが会場。ネブラスカ

市が一望に見渡すことが出来る絶景。午後８時開会。四

方から独立お祝いの花火が次 と々上がる。プレゼントし

た浴衣を召され終始笑顔応対して下さった。

■７月５日（月）５日目
シカゴ到着。全米第２の都市、５大湖の一つに面する展

望台に上がる。クルーズ、

ショッピング・レストラ

ンステーキ  ヒルトンホ

テル泊と慌ただしく日

程が過ぎる。シカゴは

アメリカ第２の都市だ。

■７月６日（火）６日目
シカゴ発、日本時間７月７日正午成田無事帰到着。解散。

今回は突然の旅行でそれだけに収穫多く、私の絵がネ

ブラスカの博物館に「ミス三重」と永遠に展示される事

になったことは感激である。いつの日か再び絵も一緒に

里帰りする事を夢見る。

そしてこの訪問は研修、研修の旅であったが、爽快な充

実した旅であった。これこそ国際交流の旅であった。
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ご参加ありがとう

教室会場の鵜方公民館において、しま日本語教室の開

校式を迎えました。先生ボランティアさんが13名、生徒

さんが18名でスタートです。当日は清㟢会長の挨拶、ま
た遠方にもかかわらずご出席いただいた三重県生活部

国際室室長の楠木さんからご祝辞をいただき、各出席者

の自己紹介等、和やかに教室開きとなりました。

生徒さんは、８割が中国人で、皆さん日本語もある程度

理解しておられ、中には日本語検定に挑戦したいと目標

をもっている方もいます。先生ボランティアさんも教える

ことの難しさに直面しながらも日本語をよりよく知る良い

機会だと楽しんでおられます。

先生ボランティアさんは当初は手探りの状態でしたが、

７月29日「いせ日本語教室」を見学に行き、生徒さんの様

子も分かり、４カ月経った現在ではリズムに乗ってきたよ

うです。これからはどんどん新しい生徒さんを迎え入れ、

先生ボランティアさんの研修会も企画していきたいと思

います。

一緒に先生

ボランティア

で参加してく

ださる方を募

集します。

阿児アリーナベイホールにおいて国際交流コンサート

を開催しました。

第１部は、地元で活躍のグループ「剣山啓介＆シリウス」

で、話題の中国の楽器「二胡」による演奏です。

第２部は、南米音楽フォルクローレグループ「ワウヘミ

カンキ」の演奏です。「ワウヘミカンキ」は1993年に結

成され、ケチュア語で「私の兄弟」という意味だそうです。

代表者でトークとパーカッション担当の菊山さんは、伊賀

日本語教室の代表やＮＰＯ法人「伊賀の伝丸」の副代表、

無国籍レストラン「ぽれぽれ」の経営など、幅広く多文化

共生に関わっておられる方です。ペルー人一家のさまざま

なエピソードのトークを交え、会場の皆さんも参加してもら

うなど、楽しく多文化が理解できるコンサートとなりました。

▪しま日本語教室開催　６月４日（金）

▪国際交流文化事業　７月４日（金）　参加110名
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■在日タイ人　生活なんでも相談会
　　４月25日（日）

■しま市民フェスタへ参加
　　５月23日（日）

残暑厳しい秋晴れの中、志摩市国際交流協会１日研修

旅行で　海のテーマパーク「ラグーナ蒲郡」に行ってきま

した。

９月20日は『バスの日』ということで、バス会社から参加

者全員にエコバッグが配られました。連休２日目の予想さ

れた渋滞も少なく、予定時間より早くラグーナ蒲郡に到着。

昼食バイキングは、イタリアンレストランで海を見なが

ら地中海料理を堪能し、自由解散後は三河湾の海の景色

を眺めての散策や、観覧車、アウトレットモールでの買い

物、温泉など楽しいひと時をすごしました。

行き帰りの車中では、恒例のビンゴゲームやカラオケを

バックにした清㟢会長のマジック披露など、いつになく盛
り上がり、全員無事帰宅の途につきました。楽しい旅が

できたのも、会員の皆様のご協力のおかげです。

ありがとうございました。　　　　　　　　（岡宗）

主催は「タイ女性友の会（FOWIA）」で、近畿・中部

周辺にお住まいのタイ人女性対象に、ビザのこと・配偶者

のこと・国籍市民権のこと・その他日本での生活について

等幅広く相談できる会です。友の会のスタッフや大阪タイ

領事館から副領事や事務官も来所され、50名程の方が

相談に参加されていました。

志摩市と志摩市社会福祉協議会が主催のイベントに

ブースの出展をしました。国際交流協会の啓発を目的

とし、国際色のあるものでアピールすることとして各

国のお茶の試飲を催しました。チャイ、ジャスミン

ティ、サングリアを会場に訪れた人に振る舞いました。

事務局紹介

▪会員日帰り研修旅行　９月20日（月祝）　参加28名

▪共催事業に参加協力しました!!

　事務局を磯部町・清㟢会長のアトリエに移し、留守番電
話等でご迷惑をかけておりましたが、本年４月から事務を
担当してくれる方が決まりましたので紹介します。

★柴原ゆかりさん★
　阿児町神明在住。二児のおかあさんです。
　現在、志摩青年会議所（ＪＣ）の事務を担当していますが、
ＪＣさんのご厚意により国際交流協会の事務も手伝って
いただけることとなりました。ＪＣの事務局へは2008年
の11月から勤務しておられ、志摩市の大イベントとなりま
した志摩ロードパーティーハーフマラソン大会では事務局
として活躍されています。

　学生時代はソフトボール、独身時代は、スキー・スノー
ボードとアクティブに過ごしていたそうですが、今は子
育ての真っ最中で、すべてが子供中心の生活だそうです。
そんな中、健康のためにご主人と二人でのウオーキング
でストレス解消しているそうです。

　会員の皆さまへの周知文章の作成・送付や電話対応等、
お世話をかけています。これからもよろしくお願いします。

【志摩市国際交流協会事務局】
　志摩市磯部町下之郷1565-12
　電話/FAX 0599－55－0330　（月～金AM10:00～PM3:00 
転送されて柴原さんが対応してくれます）

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
　　　　志摩市磯部町下之郷1565-12

TEL/FAX	55−0330（留守番電話）
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本会誌で「ミス三重」について、清　会長の訪問記とともに紹介されています。県内に残る「青い目の人形」

９体のうち１体が、市内の越賀小学校に保存されているのは、あの戦時下に「メアリ」を平和の象徴として守っ

ていこうとした人々がいたことに他なりません。私たちには、遠く82年前の思いを今に伝え、次の世代に送っ

ていく役目がありそうです。そして、ひとりひとりが国際交流を通して平和の実現に貢献できればと思います。

（倉谷）

▪広報委員
田　中　真　理

城　山　義　久

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ジョシュア・ハドソン
❷ 2008年９月
❸２０００年に初めて志摩市を訪れた
とき、志摩市がとても美しいところ

だと思いました。私の仕事が英語

指導助手であり、勤務地をぜひ志

摩市にと希望しました。

❹志摩の雰囲気全体が好きです。心優しく親切な人々、

気候、風景など、どれもが私の好きなところです。

❺アメリカ合衆国 ジョージア州 Atlanta アトランタ市
❻アトランタはジョージア州の州都です。アメリカ
の歴史を語るうえで重要な役目を果たした街です。

ダウンタウンの中心にはファイブ　ポインツと呼

ばれるところがあり、その地下にはダウンタウン

きってのショッピング・エンタティメントエリア

であるアンダーグランド・アトランタがあります。

人々は皆陽気で個性的です。

　　スポーツでは、MBL・NFL・NBA・NHL の

４大プロスポーツすべてのプロチームがあります。

メジャーリーグの中で、MLBのアトランタ・ブレー

ブスやNFLのアトランタ・ファルコンズは日本で

もよく知られてると思います。

　　また、アトランタは「木の街」「森の中の街」と

いわれるくらい緑豊かな町並みを持っています。

❼牛丼・ラーメン（特にネギラーメンが好きです）
❽野球やバスケットボールをすること
❾（来年３月には結婚します）20年後には、まだ日本
にいます（いると思います）。日本で楽しんでいる

ことでしょう。

❶西井　アルビーナ
❷2000年10月から志摩市に住んで
います。

❸主人と結婚したためです。
❹みんなが優しいところが好きです。
❺フィリピンです。

❻私の出身の町は、みんな仲良しです。家族以外の人も、
みんなで協力して子ども達を育てます。また、子ど

も達ははよく手伝いをします。気候的には、日本に

比べて暖かく過ごしやすいです。

❼お刺身、お寿司、ぜんざい、もちが好きです。ちら
し寿司はよく自分で作ります。子どもがサーモン

のお刺身が好きなので、上にトッピングします。

❽得意なことは料理です。野菜いっぱいのお味噌汁を
よく作ります。子どもがいるので出来るだけ様々

な料理を出すように心がけています。

❾ボランティアをして、沢山の人の助けをしたいと
思っています。

　　おそらく、その頃には孫ができていると思うので、

孫の面倒もみていると思います。

クッキングセミナー
　「フィリピン料理」

【月日】 2011年１月23日（日）
【場所】阿児アリーナ調理室

　　　　　おたのしみに!!

志摩市で頑張ってます!!

Informationお知 らせ


