
志摩市国際交流協会会報
欝一十一議

悲観番の2006年5月28日(日)㊨
2006年度志摩市国際交流協会総会が阿児町の賢島宝生苑で開催されました｡総会においては2005年度

の事業及び決算の報告があり承認されました｡また同時に今年度の事業計画と予算案についても慎重審議

されたのち承認されました｡

総会後､会員交流パーティではマジックショーや抽選会を行い､会員相互の親睦の楽しいひとときを過

ごしていただきました｡

本年度もみなさまのさらなるご協力をいただきますようお願いいたします｡
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事案計画

漣交流事業

鰐､クッキングセミナ一

騎音楽コンサート

㊥パエリアコンクール

㊨ホームステイ

⑱国際交流に関する研修会

緒国際支援活動の紹介

《静会員相互の交流会

螺広報事業
鳴禽会報の発行

㈱ホームページ､市の広報紙､

地元新聞等を通じて情報提供

蒋その他

燦三重県国際交流財団事業の活用

の志摩市との協力

の語学教室

⑫近隣国際交流協会との交流

収入の部
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科目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�内訳 

1.会費 ��ﾃ�sづ����正会員.特別会員2,000×384人-768,000 
賛助会員10,000×31口-310,000 

2.補助金 ��ﾃ���ﾃ����志摩市補助金1,000,000 

3.雑収入 ���ﾃ����預金利息.寄付金等 

4.繰越金 涛"ﾃss��前年度繰越金 

合計 �"ﾃ���ﾃss�� 

支出の部

科目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�内訳 

1.会議費 鼎��ﾃ����総会会場費.会議資料作成等 

2.事務費 鼎�づ����消耗品費､通信運搬費＼備品費､旅費 

3.事業費 ��ﾃ##�ﾃ����広報＼料理講座＼ポームステイ､文化交流 
研修費 

4.負担金 ��"ﾃ����三重県国際交流財団 

5.交流事業準備積立金 ����ﾃ���� 

6.予備費 �#�ﾃss�� 

Ii合計 �"ﾃ���ﾃss�� 

-ン騒パエリアコンクール12月3日(日) ''n国際交流協会チームの募集5チーム 1チーム(会員4名まで):7,000円を補助 〆撃萎ミミ宴込み期日10月31日まで ��ﾈﾙ�-ﾙ�h躡h��8ﾙ�ﾝｸﾏ�zﾈｺh檍駟k�ｼr�咎^Y�ﾙ�H,ﾈ�ｨﾘx,ﾙ(ｩ����ｸ4�6(4ﾈ984�5ｨ7�6��ｳ(ﾈ騏ﾉ.��



パラオ共和国特集

本年､三重県とパラオが友娃提携10周年となり､その中で当協会もパラオからのホームステイ受iナ

入れ事業に協力しました｡ (p 4で報告)

パラオiこついて､もう一度学習しました｡パラオの海と空を感じてください｡

のパラオ共和国

㊥略　史:1500年代　　スペイン人がミクロネシアの

島々を発見

1899年　　　スペインがミクロネシアの島

々をドイツに売却

1914年　　　第一次世界大戦が始まり､日

本はミクロネシア南洋群島を

占領

1920年　　　国際連盟から日本のミクロネ

シア南洋離島､委任統治が認

められる

1945年　　　第二次世界大戦終了後､アメ

リカ占領始まる

1965年　　　ミクロネシア議会発足｡パラ

オも代表派遣

1978年　　　住民投票の結果､ミクロネシア

地域の統一国家からの離脱を

決定

1993年　　　米国との自由連合盟約案につい

て第8回の住民投票で承認

1994年10月　自由連合盟約発効(2044年ま

で有効) ､独立ク二才･ナカ

ムラ大統領

Repub一ic of PaIau

の面　積:488k輪

(志摩市と伊勢市と鳥羽市を合わせたくらい)

の人　口:19,907人

の首　都:コロール

㊥人　種:ミクロネシア系

㊥言　語:パラオ語､英語

㊧宗　教:キリスト教

㊥政治体制:大統領制で現在は2001年よりレメンゲ

サウ大統領であり､財政自立することを

目標におき､行財政改革や経済活性化等

に取り組んでいる｡

㊥外交･国防:米国との自由連合盟約に基づき､国防

･安全保障の権限を米国に委ねている

国連加盟し､外交関係を樹立している

のは日米など29ヶ国｡

㊥三重県との関係史･友好提携

1994年独立した時のク二才･ナカムラ大統領は､

実父が伊勢市大湊出身(大正7年船大工として渡航)

であることから独立前から三重県を数回表敬訪問し

ていた｡

戦前パラオには御木本の真珠養殖場があり､また

尾鷲の漁船が水揚げしたカツオ等の加工を大規模な

工場で盛んに行われており､昭和10年の国勢調査で

はパラオの在留邦人6, 533人のうち三重県出身者が

141人もいた｡また､戦前戦後と研究や人材交流な

ど現在に至るまで長きに交流を続けている｡

大正時代より長い友好の歴史があり､密接な関係

のある我が国の中でも､特に三重県とは美しい海と

いう豊かな自然に恵まれている共通点があることな

どから､ 1996年7月25日､友好提携を締結すること

となった｡

その後､海外技術研修員の受け入れや国際協力と

して日本語教員等の派遣､学校交流･青少年交流､

民間交流など三重県との交流は数多くなされている
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パラオの子とも選lZ質問

平成18年6月､来訪の子とも達に聞いてみました｡

富国圃　日本について興味をもっている
冨　　　本に来てから興味をもっだこと)

富　国日本の食べ物(あさしみみそ汁､鵜など)
㊨

富　国スペイン村･鈴鹿サーキットな拳の施

富　国雨が長く障ること､寒いと感じたこと
鶴

慧　聞ゴミリサイクル

(または､日

日本の文l
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パ轟

皆さん失礼ですがパラオ共

和国をご存じですか｡

実は本年6月15日志摩市

国際交流協会は､三重県･パ

ラオ友好提携10周年記念事

業としてパラオの小･中学生

25名･引率の先生3名そして

コーディネーター1名計29

名の皆さんを受Iナ入れ､ポー

ムステイの皆さんと交流会を

もって頂きました｡

平成16年には旧磯部町国際交流協会が､新市合併直前の

最後の行事としてパラオを訪問し､レスター様家族くるみ

で最大級の歓迎を受けたこと､そして､それ以前にパラオ

の海外枝術研修員として回しスター様をホームステイされ

た会員もあり､この経緯で今回はひときわ感慨深い受け入

れでありました｡

さて､パラオ共和国のことですが､特筆すべきことは第

1番にパラオの国旗です｡デザインはブルー地iこイエロー

です｡白地に赤くの日の丸の旗と形が似ています｡中心の

満月のデザインは中心から少し左に寄っています｡日本に

失礼だからわざとはずしたと聞きます｡これはパラオ人の

慎｡が宋さであります｡第2に文部大臣マリオ･カトサング

日< ｢パラオの教育方針は勤勉と親孝行である｡｣と｡これ

は､日本が第1次大戦後ミクロネシア地域を委任統治で多

くの移民を送り産業･教育･文化の発展に功績を残したか

らであります｡第3はパラオ人の姓と名いずれかに日本式

姓名をつiナていることがあります｡たとえば｢スティーブ･

ウメタロウ｣と言うように｡今でも8割がこのように命名

しています｡

私は人に｢海外に行かれてどこの国がよかったですか｡｣

と訊ねられた時､ ｢それぞれの国はそれぞれの良さがある

が､自然･人すべてで､あえて言えばパラオ｡｣と答えます｡

エメラルドグノーンの海､様々の熱帯魚と一緒に泳いだ感

動｡この海は｢世界で今､ 2番目に美しい｡いずれ1番に

なります｡｣と､現地の方が誇らしげに言ったことばが忘れ

圏　将来の夢,将来つきたい仕事について
圃軍隊Iこ入って兵士(男子生徒の多くが希望)

聞軍隊のオフィスで働く

詞弁護士､法

圃学校の先生

闇日本の学ホ

聞スチュワーデス

(女子生徒の多くが希望)

国飛行機のエンジニア

国ポリスマンorビジネスマン
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湊ヨン
清 崎　　　　博

られません｡

現地の子ともたちも一緒に泳いたり､砂浜に円を描き相

撲の手ほどきを私は勧めましたが実に礼儀正しく嬉々とし

て応じてくれました｡

そういえば､パラオには交通信号機は1基､しかも､都

合で可動していない｡お巡りさんはたった3名｡内1名は

来日し研修中と聞きました｡交通機関はバスも電車もない

タクシー･自家用車の社会｡ほとんど日本の中古車｡車が

走るが信号がなくても秩序正しく整然としている｡

では､このような南の島へどう行Iナばよいのでしょうか｡

例えば､私たち一行は名古屋空港から､コンチネンタル

航空でグァム島へ4時間｡そこで3時間休憩乗り換え､同

じくコンチネンタル航空でパラオへ2時間｡この距離日本

から640km｡島､島､島が200｡内9島に人が住んでいる｡

三重県の10分の1の面積｡人口1万9千人｡首都コロー

ル市｡国語はパラオ語｡日本の統治時代もあって､ ｢ベン

トウ｣ ｢センキヨ｣ ｢モンダイ｣ ｢イレバ｣など300あまり共

通語｡年配の方は､ほとんど日本語ができるという｡千昌

夫の｢星影のワルツ｣を合唱で歌ってくれたかがやきの作

業場の老婦人たちの笑顔が印象的で忘れてはいません｡

大統領府｡外観は赤瓦平屋で旧磯部町役場の感じ｡門を

通り庭園を中を歩き玄関へ｡中は質素ながら整然としたた

たずまい｡やはり緊張感が票う｡私たち一行もシーンと静

まり背筋が自然としゃんとなる｡このような体験は生まれ

て初めてです｡

大統領は朝の執務中｡

あらかじめ三重県知事書簡を携えての表敬の訪問であり

ます｡大円形のテーブルの応接室へ案内されて暫く待つ｡

白い壁が美しく清潔感があります｡正面にパラオの国旗｡

涼しい適温の冷房｡ますます緊張｡

その時､海の貝殻のネックレスのような宝石をっけ威風

堂々とした大統領が入室｡あわてて私たちは起立｡にこや

かに両手をひろげ会釈し､ご挨拶受ける｡突然親しみを感

じ　思わず私たちも笑顔で初対面｡

海の資源を守りパラオは発展させたい･･･とお話｡素晴ら

しい気分で大統領府をおいとまする｡
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来県者卜生徒:男子14名･女子11名(13-15歳)

(生徒は6校から)

教員: 3名

文部省行政官: 1名　　　　計29名

受け入れ家族ト21家族(会員14､水産高校関係7)

日　程ト15日　夕刻当市に到着､歓迎式･交流会

16日　水産高校で交流会､スペイン村体験

17日　志摩市発(次の交流地多気町へ)

ホストフアミリの感想♭食事の献立作りに始まり､最初

は準備に緊張したものでした｡でも今は｢ホス

トとは｣が少しずつ理解でぎ　片言英語しか話

せない我が家ですが身振り手振り､そしてパソ

コンの力で心が通じ合うと自然に不安な顔から

笑顔に変わり､ 3日間でしたが楽しい日々を過

ごさせていただきました｡ (平賀)

6月15日(木)～17日(土)
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7月25日(火)～8月1日(火)

南カリフォルニア県人会の事業である｢高山ユース･エク

スチェンジ｣が本年度から始まり､県人会会長グレース前田

さん･アーロン滝川さん(男性16歳) ･エリス原さん(女性

14歳)が志摩市を訪れました｡アーロンさんとエリスさんは

片田地区の浜口さん･平賀さん宅に､前田さんは役員宅に

ホームステイし､それぞれの家族と日本文化や三重県･志摩

市を体験しました｡

次頁のような行程の中､片田中学校での記念植樹で｢クス

ノキ｣を植えました｡何年後か再び訪れて今回の交流の意味

を感じていただけたらいいですね｡

また会員との交流を深めるために熊野古道･那智山ツアー

を実施し､古道の石畳｡青岸渡寺から見る熊野の山々｡那智



の滝の水しぶき･それからバスの中と､アツーイ一日を過ご

しました｡志摩市のたくさんの思い出をお土産に持って帰ら

れたことでしょう｡ (田中)

交流のあしあと>25日(火)午後　伊勢市に到着

伊勢神宮参拝

26日(水)片田中学校との交流会･

記念植樹　　参加者45名

賢島マリンランド見学､

志摩市長表敬訪問

28日(金)三重県知事表敬訪問､松阪観光
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30日(日)熊野古道･那智山バスツアー　　参加者32名

1日(火)午前　　賢島駅より東京へ｡帰国｡
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参加者からは｢感動･涙･子どもの笑顔･参加して

良かった｣と賛同いただき､ ｢もっと多くの子ども達に

聞かせたかった｣との感想もありました｡

これからもこのような活動を通じて人々の心を一つ

にし､世界平和を訴えていけたらいいですね｡ (柴原)

8月5日(土)　志摩市志摩文化会館183名

主催三重県､国際協力機構中部国際センター(J I CA)､

共催志摩市国際交流協会､実施三重県国際交流財団､後援

志摩市･志摩市教育委員会で開催されました｡

ステージは山形県上山で精神科医をしている桑山紀彦氏

の心癒される音楽と､貧困や紛争地域の子ども達の明るく

たくましい姿を伝える大画面のスライド映像が一つとなり､

観衆の心を捉えていました｡
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蘭画語間醒囲睡
eee田口田口国電6回gH eH回田日田出田日田日田周囲日印臼田日日田圃田圃田圃田圃回田回田回田

≡ 0お名前は?　　　　　　　　①志摩市の妬きなところは?

: eいつから志摩市に?　　　　e出身地は?

e志摩市に決めた理由は?　　e出身地のP R

0平賀エルリンダ

eもうすぐ12年に

なります｡

⑪主人との結婚で､

志摩町にお嫁に

きました｡

①全部好きだけど

人がやさしいこ

とが一番です｡伊勢志摩では､パールロード

は景色がよくて時々ドライブします｡伊勢神

宮も何度が行きました｡お賽銭のお札をみて

びっくりしました｡お寺も好きであちこちよ

く行きます｡

eフィリピン

e風がイイですね｡自然がきれいで海もきれい

です｡セブ島は観光で有名で日本人もたくさ

ん行かれますね｡でも､ゴミ問題はもう少し

考えて欲しいです｡

0カニが大好きです｡北海道産をインターネッ

で取り寄せして手に入れることもあります｡

焼き肉も好き｡生の魚は食べれません｡主婦

ですから家庭料理も気を使います｡日本風で

あったり､フィリピン風だったり､特に主人

のお気に入りはシーフードカレーです｡ポテ

トサラダや春巻きも得意です｡

e刺繍(クロスステッチ刺繍)することが趣味

です｡大作も何点か作ってありますから､機

会があったら発表したいです｡アロワナの飼

育も主人と一緒にしています｡餌の確保が大

変です｡

e子ども達も結婚していて､主人と一緒に孫の

守りができていたらいいですね｡

make up

0日本食で好きなものは?

田S
e

e得意なこと､趣味は?　　　=

e20年後の貴方はどうしてると思いますか?冨
田回田臼田回田田圃回国回田同国田圃回田回田園田田回田㊤

⑱ CRAIG COLLINS (ニックネーム:ノームさん)

㊧2003年に来ました｡

e結婚して､奥さんの家族のいる大王町波

切に住むことになり､英会話教室をして

ます｡

①海の近い田舎に住むことを望んでいたの

でとても気にいってます｡お米作りにも

興味を持っていて､立神で体験できることも楽しんでます

eニュージランド　クライストチャーチ出身です｡

e世界的に庭園の美しい都市として知られている｢ガーデン

シティ｣と呼ばれていて南島で一番大きな都市です｡街中

が花でいっぱいでおときの国のようです｡人口は約30万

人でニュージーランドでもっともロマンチックな街でもあ

ります｡

o全部大好きです｡特にお寿司､梅干し｡しらすや納豆も食

べます｡ニュージーランドでは羊肉が多く､日常の家庭料

理はポテト･ニンジン･キャベツ･グリンピースと肉が中

心です｡日本食は種類が多く美味しいです｡

eマウンテンバイク(自転車)で走ってます｡大王町もちろ

ん市後の浜まで行きます｡読書｡それから古代文明や遺跡

にも興味があります｡旅行も好きで　今までタイ･カンボ

ジア･インド･ネパール等に出向きました｡その国の文化

や習慣もちろん古代文明に生に触れることができます｡そ

れから何よりもその国の人達と直にふれあい､フレンド

リーになれることがいいですね｡

eもっと旅行をしていたい｡それとニュージーランドでマー

ケッティングの仕事に戻っているかもしれません｡もちろ

ん家族と一緒に｡夢ですが､今勉強中の古代文明や歴史に

ついてレクチャー出来るようになりたいですね｡

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〝 

本年度､伊勢志摩は伊勢神宮のお木曳き･第48回自然公園大会･ミズノクラシック伊勢志摩大

会･新体操フールドかリブファイナル三重大会と全国･世界のイベントが開催され､多くの人が伊

勢志摩を訪れる｡風光明媚な伊勢志摩を満喫していたたくには､心からのお持てなしが一番であろ

う｡もう一度訪れたいという心境は行き届いた心配りに他ならない｡国際交流のあり方はこの精神

であろうか｡ (清崎)

田広報委員

田　中　真　理

清　崎　　　博

濱　岡　宏　俊

~i雪子　マん･　Fゴ


