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しま日本語教室だより

　昨年の12月13日（木）、恒例となりました、しま日本語教室のクリスマス
パーティーが阿児アリーナで開催されました。 年末ということで、一年でも忙
しい時期、参加者は例年より少し少なめでしたが、その分、全員で和気あいあ
いと交流でき、アットホームな感じのパーティーになりました。 清崎会長によ
る開会のあいさつの後、各国語で乾杯。 そして早速のケーキ入刀！ ビッグサ
イズの華やかなケーキ、カナダ出身のグレアムさんが切り分けてくれました♪ 
ケーキやお菓子、飲み物を飲みながら、各国のクリスマスの料理のお話など
で盛り上がりました。 並行して、清崎会長のマジックショーが始まり、この日も
大好評。 マジックの伝授もありました。 ＡＬＴの即興トリオによるクリスマスソ

ングメドレー、全員で「きよしこ
の夜」の合唱、そしてもちろん、
プレゼントをかけてビンゴゲー
ム大会も実施されました。 あっ
という間に時間が過ぎてしまい
ましたが学習者さんもスタッフ
も、こういったイベントでは気軽
に交流ができるので、とても楽し
いひとときでした。 （山本）

　日本語ボランティアのための養成講座が、阿児アリーナにて今年２月２日
に行われました。伊勢市、鳥羽市、志摩市の三市合同企画で、講師には以前
にも楽しい講義をして下さいました、船見和秀先生をお迎えしました。当日
は午前・午後の二部に分けて、初級～中級のボランティア向けに、丁寧に教

えて頂きました。講義の内容は、ボランティ
ア・生徒間の緊張を解きほぐす方法や、授
業の導入部～具体的な指導法など、段階を追って進められました。参加され
た方からは、「なるほどと思う事が多く、勉強になりました。」「実際の授業の
例などもあり、すぐに活用できそうな内容でした。」「疑問に思っていたこと
が分かり、今後に活かしたいです」などの感想を頂きました。協会では、今後
もこういった養成講座を開催する予定です。その都度、ブログや広報などで
お知らせしますので、ご興味のある方は、ぜひご参加下さい。 （山本）

クリスマス会

日本語ボランティア教室



ご参加ありがとう

　昨年11月18日（日）、志摩市商工会館にてフェス
ティバルを開催しました。当日の入場者数は600名ほ
どあり、会場は各国の音楽と香りに包まれ異国情緒
あふれる雰囲気でにぎわいました。アフリカやネパー
ルの色とりどりの雑貨や香辛料があちらこちらから
漂い、ステージではベリーダンスやフラダンス、英語
や中国語での絵本朗読など、子供から大人まで楽し
める内容だったかと思います。
　さて、今回のフェスティバルですが協会スタッフみ
んな頑張りました! !  月１度の担当者ミーティングで
はお菓子を頬張りながら…いや、時にはレストランで食事をしながらワイワイとミーティングと大変? !な時間
を過ごしましたが、みんなで協力しあいながらの開催となりました。
　ボランティアで参加してくださった方、折り込みチラシを見てきて下さった方、仕事を済ませ遅れながらも見
に来て下さった方。。。ありがとうございます！
　これからもスタッフ＆参加者も楽しめるようなイベントを企画していきたいので一緒にやってみたいなぁ～
と思った方はご連絡をお願いします! !  （更岡）

　第15回パエリアコンクールIN志摩が志摩スペイン村にて開催されました。志摩市
の特産品である的矢かきをメイン食材にコンクール形式でスペインの郷土料理『パエ
リア』を作ることで、伊勢志摩の旬の食材に触れ、興味を持っていただきながら国際的
な食文化の理解と参加者間の交流を深めました。
　参加者は県内外、外国人も含めて31チーム、116名の参加。優勝は伊勢市の萌え
シスターズ。志摩市国際交流協会賞は伊勢市のしまかぜチームでした。 （清崎）
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『みんなでふれ愛♥しま国際交流フェスティバル』
2012年11月18日（日）

第15回 パエリアコンクールについて
2012年12月１日（土）



ご参加ありがとう

　1月20日（日）阿児アリーナにてクッキングセミナー（台湾
料理編）を開催し、計36名の方々に参加していただきました！
講師をお願いした李家華（リーチャーファー）さんは台湾出身
で現在浜島町にお住まいです。 李さんはとても楽しく賑やか
な性格をお持ちで当日もお忙しいにもかかわらず手作り蒸し
パン（人参・ホウレンソウ、エビチリ入り）を参加者やスタッフ
全員に作ってきてくださいました。 『ありがとう李さん♥』
　さて、今回のメニューはなんと４品！

　いつも参加してくださっている会員の皆さんの他に初参
加の方も数名。。。 『次回のセミナーも是非！』との声をいただ
きました。 また新会員もゲット♪とても楽しく充実した時間を
みなさまと過ごすことができました。 次回のクッキングセミ
ナーもお楽しみに! !  （羽根）

① 酢　豚
 美味し～く揚がる豚の唐揚げの手法を伝授！

② 葱油鳥 （ソンヨウチー）
 鳥の葱＆生姜がけ

③ 清蒸魚 （チンチャンウー）

 蒸しカレイの葱＆生姜がけ

④ スープ
 青梗菜と豆腐のさっぱりスープ

　２月17日（日）志摩市立図書館ハイビジョンシアターにて
関係者含め参加人数20名の方々にお集まりいただき映画
『アヒルと鴨のコインロッカー』が開催されました。
　ちょっと可愛らしいストーリーを想像するタイトルでしたが
日本人とブータン人、同じモンゴル系、顔立ちはとてもよく似
てはいますがブータン人独特の死生観や風習が全体的に流
れていて、更には外国人差別、動物虐待…と、かなりスリリン
グな内容の映画でした。
　上映会を終え参加者の方より「このような素晴らしいシア
ターでこんな素敵な映画がしかも無料で鑑賞できて良かっ
たです」との感想を頂きました。 映画祭にご来場頂きました
皆様、開催に当たりご協力頂きました皆様に深く感謝致しま
す。 本当にありがとうございました。 （柴原）
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クッキングセミナー『台湾料理を学ぼう！』

映画祭について 2013年２月17日（日）

2013年１月20日（日）



ご参加ありがとう

　2月24日（日）、阿児アリーナにて外国人対象防災セミナーが外
国人参加者２名、関係者含め９名で開催されました。講師でお迎え
したのは志摩市防災課の防災技術指導員の奥田十三郎さん。約１
時間半に渡り資料や写真、ビデオをもとに大雨、台風、津波、地震に
ついて分かりやすく説明してくださいました。参加した中国人のお
２人は今まで地震の体験がなかったようで、一生懸命講師のお話を
聞いていました。このセミナーで学んだことは『避難場所までまず
逃げることが大切』と話してくれました。 （更岡）

　早朝、雨が降り肌寒いと感じる中、志摩町を出発しました。関西空港に着く頃には、参加者の皆さんとも親し
くなり、心うきうき、気持ちバリバリで機内に入りました。７時間のフライトは近づくにつれ、インドネシアのあた
たかい、暑いと感じる程の日差しが降り注ぎ、老若男女であふれた機内はバリ島の人気を物語っていました。
点在する島の上には雲が浮かび、機内上空からの光景は、この世の出来事を忘れさせてくれる、海外旅行の醍
醐味を…世界のでっかさを…ありありと見せつけてくれました。
　デンパサール空港では温かい出迎えをうけ、夕食レストランではウエルカムにみんなが耳にお花をつけても
らい、バリ料理を堪能しました。素敵な食事の後はエステでリラックスし、中でも全身オイルマッサージは、身体
も心もほぐしてくれ、美しくなり、とっても優しい気持ちにもしてくれました。
　２日目のバリ王族との交流、研修会では、ウブドの田園地帯を望む心地よい空間を提供してくれ気持ちいい
ロケーションでバリの民族衣装に身を包んだ伝統的な踊りを目の前で見せていただき、お祈りの儀式を体験
し、究極の癒しの時間を過ごすことができました。
　日頃ヨガをやっている私にとって、王様が自ら歌い、民族楽器を奏でるそんな中での時間は本当に夢のよう
でした。王族との触れ合いの時間は心と身体を開放し、用意してくれた椰子の実のジュースと共に大変な感動
と喜びを与えてくれ、伝統あるバリの文化の素晴らしさに浸ることができました。

　その後の観光地での寺院や遺跡、美術館など悠
久の文化遺産巡りは限られた時間の中で私たちの
気持ちを豊かにし、本来あるがままの気持ちでいる
ことの大切さを教えてくれ、丸ごとバリ島を楽しむ
ことができました。今まで何度か海外旅行は行きま
したが、今回の研修旅行ほど私にとって、異国の異
文化の素晴らしさを教えてくれた旅はありませんで
した。
　帰国後、たまたまバリの映し出されていたテレビ
を見る機会がありました。改めて、海外への関心が
深まり、今回歩いたマップを思い出しながら、もっと
もっといろんな国の人と触れ合い、たくさんの国に
行ってみたいと思うようになりました。 （太田）
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外国人防災セミナーについて 2013年２月24日（日）

海外研修 南の島バリでの交流に参加して
2013年２月27日～３月２日



志摩市国際交流協会会報

　東日本大震災から2年の歳月が流れました。2011年３月11日の地震発生時、みなさんの中には何
も知らずにいつもの生活・仕事をされていた人々が多くいたのではないでしょうか？ すぐさまメディ
アや人を通し情報が次々と入りましたよね？ そして惨劇を目にし、津波情報を聞き、海や河川を見に
行ったり、避難準備したりと各自色々な行動をとられたでしょう。いち早く情報を得て、次への行動、
予測、準備ができた私たちはある意味幸運だったかもしれません。
　しかし何が起きているのか、何をしなければ、何をしちゃいけないのか理解できない外国人がいた
らその時あなたはどうしますか？ （志摩市の外国人住民者数286人：１月現在）
　落ち着いた口調でテレビやラジオから防災アナウンスを聞くことがあると思います。

『けさ７時21分頃、東北地方を中心に広い範囲で強い地震がありました。大きな地震のあとには必ず
余震があります。引き続き厳重に注意してください。』

　とてもわかりやすく丁寧なアナウンスですよね？ でもここには外国人が聞くと分かりにくい単語や
表現が含まれています。例えば、けさ、中心に、余震、厳重など。これを簡単な日本語にすると…

『今日 朝 ７時21分、 東北地方で 大きい 地震が ありました。 大きい 地震の あとには 余震〈あとか
らくる地震〉が あります。 気をつけて ください。』

となります。　（引用：http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm）

　このように少し簡単な日本語にするだけで外国人の人々は理解・安心し、次の行動に進むことがで
きます。簡単な防災用語を覚え、注意して使うことを頭に入れておくと便利かもしれません。ここで、
分かりにくい災害用語＆簡単な災害用語をご紹介します♪

電車が不通になっています（ふつう？普通？）
　⇒電車が止まっています。電車は来ません。

SPECIAL
    WORD

かんたんな防災日本語用語

 わかりにくい かんたん わかりにくい かんたん
 緊　　急 急　　ぐ 注意・警戒 気をつけて
 津　　波 大きな波 保　　護 守　　る
 余　　震 後からくる地震 震 度 ７ 地震の強さは７
 早　　急 早く急いで 備 え る 用意・準備する
 通行止め 入れません ただちに 早　　く
 解　　除 終 わ る 避　　難 逃 げ る
 高　　台 高いところ 救　　護 助 け る
 頭　　上 頭 の 上 倒　　壊 落ちてくる
 停　　電 電気がとまる 指　　示 伝える、アドバイス
 大　　声 大きな声 混　　雑 混んでいる
 巨　　大 とても大きい 迂　　回 まわり道



お知らせ
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　みなさん、私たち志摩市国際交流協会のホームページをご覧になったことはありますか？その中に
事務局ブログというものがあります。ここには最新情報が掲載されるので時々覗いてみてくださいね♪
特にイベント報告記事のときは沢山写真が掲載されるので、もしかしたらみなさんが写っているかも!?
メールアドレスも昨年作成したのでご利用ください！ （更岡）　　shima5931@gmail.com

■広報委員　東原達也・更岡あずさ・田中真理・山本夏奈・事務局

志摩市国際交流協会会報

志摩市国際交流協会に
　　　　ご入会ください！！

◇年会費 個人会員･･････ 一口 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。会員

募集 志摩市国際交流協会事務局
TEL 0599-55-0330（留守番電話）　  FAX 0599-55-0553
http://shima-kokusai.com shima5931@gmail.com

志摩市磯部町下之郷1565-12●申込先

　志摩市国際交流協会では私たちと一緒に
楽しくイベントの企画や運営、また国際交流
について興味のある方を大募集中です。毎月
第3月曜日にミーティングを開催しているの
でお気軽にお越しください。

●㈱穴川殖産

●伊勢志摩
　　ロイヤルホテル

●NPO在日駐日
　　韓国人支援センター
　　　ハミハウス

●おかむね医院

●㈱賢島宝生苑

●片田定置㈱

●華洋開発㈱

●㈲観光旅館 福寿荘

●近鉄レジャーサービス㈱
　　志摩スペイン村

●近畿トラベル㈱

●志摩環境事業
　　協業組合

●志摩ガス協業組合

●志摩市商工会

●㈱セレモ

●㈱第三銀行
　　鵜方支店

●谷崎歯科医院

●㈱中央印刷

●Dragon
　　English School

●南部急送㈲

●合歓の郷
　　ホテル＆リゾート

●㈱百五銀行
　　鵜方支店 

●（医）豊和会

●㈱丸羽青果 

●丸文工業㈱

●㈲宮柴水工 

●㈱山本建材

（２月末日現在）

2012年度
　 賛助会員のみなさま

運営スタッフ募集中

2013年度
　 総会・懇親会の日程
日時／平成25年５月19日（日）
　　　11：00 総会
 12：00 懇親会
場所／ホテル志摩スペイン村

【ミーティング日程】
日時／３月18日（月）・４月15日（月）
　　　19：30～21：30
場所／阿児アリーナ

一緒に
やろや～


