
志摩市国際交流協会会報
〃上=二寒○

初代会長に任命を受け大変光栄ながら､ 5町が合併

し､誕生したばかりの志摩市､調整や舵取りの難しさ､

その責任の重さを感じた設立総会､早いもので､あれ

から2年が経過いたしました｡当協会においてば　こ

の間､関係各位のお力を借りながら活動を進めること

が出来ました｡旧町協会の活動を基本にしてではあり

ますが､協会員の皆様のご協力により各町の垣根を越

えた活動､交流が実現できたように感じております｡

しかし､さらに多くの協会員の方々に､当協会が魅力

ある協会と感じていただくために､協会の活性化に役

員が一丸となって努力を続けていかなけれなりません｡

今後の活動として､より多くの市民の皆様に国際交

流を身近に感じていただくことはもちろん､国際感覚

豊かな人材育成も長期的活動として取り組んで行く必

要があります｡

志摩市国際交流協会会長　浜口喜美生

また一方､在住､在勤外国人の生活環境の把握と公

的サービス充実への足掛かりになる活動が必要だと考

えております｡これらの実現に向けて､最も重要なこ

とは､協会員1人1人の｢思い入れ｣ではないでしょ

うか｡協会員の皆様が､情熱をもって語りかけ､成果

や問題点を協会に持ち込み検討し対処する｡また近隣

の国際交流協会と連携を行いつつ､当協会にいま一歩

軸足を移す､そうすることにより求心力もでき､未来

が開けるものと思います｡お互いに力を合わせて頑張

りましょう｡

2006年度を閉じるにあたり､協会活動を振り返って

感じたままを記させていただきました｡

最後に協会員の皆様に､協会活動への積極的なご参

加と会員増強へのご協力をお願い申し上げます｡

- 2007年度役員改選について-

次年度は役員改選期です｡

役員として活動していただける方(立候補される方)は　4月10日(火)までに事務局へお申し出ください｡

-親善交流の旅へのお誘い-

2007年6月21日(木)～27日(水)｡アメリカ西海岸を中心にロサンゼルス･ラスベガス･グランドキャニオン等

の観光｡南加三重県人会との交流｡以上の会員親善旅行を計画しました｡ご参加お待ちしております｡詳細な募

集要項は個別に連絡しております｡

一総会の日程決まる-

総会の日程は2007年5月10日(木)と決まりました｡総会､会員交流会もたくさんの会員の方に出席していた

だきますようお願いいたします｡

-継続会員会費の納入について-

2007年度も引き続き協会員として入会していただ(ナる方は､次の方法で会費を納めていただきますようお願い

いたします｡

①郵便局より振込を利用する　　　②事務局に届ける　　　③2007年度総会時に支払う

会費納入期限は　2007年5月31日(木)まで
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北京オリンピック･上海万博･世界ランクの事業が開催予定の中国について､目を向けてみましょう｡

外務省は中国との文化関係･各種交流について｢2006年から､日中関係の未来を担う青少年交流の重

要性に鑑み『日中21世紀交流事業』を実施する他､日中国交正常化35周年である2007年を『日中文化･

スポーツ交流年』とし､政府･民間･地方が連携して特色ある事業を展開していく予定｡このような期

間を通じ､次世代の中国国民に新しい日本と日本人のイメージを正しく伝えていく｣と記されています｡

近年の歴史の中で日本人のイメージはどのように捉えられているのでしょうか｡

また三重県と河南省は友好提携(1986年)し､文化交流･技術交流を続けています｡

長い歴史を持つ国､日本の歴史に多くの関わりのある国､これからの発展･高度成長が期待される国､

魅力ある中国です｡

◆中華人民共和国(中国)

音国旗｢五星紅旗｣

赤い地色は共産主義革命の象徴｡

大きな星は中国共産党､大きな星を中心に弧状に囲

む四つの小さな星は中国の人民大衆(労働者･農民･

知識階級と愛国的な資本家)を著している｡中国共産

党の指導のもとに革命的な人民大衆が大団結する様子

が描かれている｡ちなみに黄色い星の色は､中国の

人々が黄色人種であることを表している｡

デザインは曾聯松(当時､上海現代経済通訊社勤

務)､ 1949年9月｢政治協商会議｣で決定される｡

Peopleis Repub一ic of China

基礎知識

○面　積　960万k壷(日本の約25倍)

獲人　口

看首　都

m人　種

漢言　語

音宗　教

書略　史

13億756万人

北京

漢民族(総人口の92%)と55の少数民族

漢語(中国語)

仏教･イスラム教･キリスト教など

1911年　辛亥革命により清朝崩壊

1912年　中華民国成立

1921年　中国共産党創立

1949年10月1日　中華人民共和国成立

鵜行政区画　23省､ 5自治区､ 4直轄市､ 2特別行政区

獲国歌｢義勇軍行進曲｣

1935年　作詞:田漢　作曲:覇耳1982年12月4日､

全人代にて正式国歌として決定された｡

音国花

牡丹(仮)

現在新しく国花を制定する作業が行われている｡候

補は牡丹､蓮､菊､梅､蘭の五つ｡



蓬韓納経
北京に留学して3年が経ちました｡私は高校を卒業

してすぐ天津に行き､そこでの生活は想像していたも

のと違い､言葉も全然わからない状態だったので､た

くさんのカルチャーショックがありました｡しかし言

葉を学び､コミュニケーションがとれるようになると

しだいに楽しくなってきました｡
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万里の長城　いつでもたくさんの人でにぎわっています｡

天津で3ケ月を過ごした後､北京の大学へ入学しま

した｡私の通っている北京語言大学は北京で一番外国

人の多い大学です｡たくさんの外国人と中国語を学び､

様々な文化に触れ､日本文化の良いところ､変えたほ

うが良いところを日々感じています｡近い国､しかし

近いからこその問題もあり､政治･経済問題になると

大変です｡お互い勘違いしていることや､理解の足り

ないこと､まだまだ解決しないといiナない問題がたく

さんあると思います｡
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内蒙古のパオ　憧れのパオに泊まりました｡

それから､中国は面積が広いので､中国国内を旅行

するのでも列車で1日2日かかるので大変です｡しか

し少数民族が多く､たくさんの遺跡もあり魅力いっぱ

いの国です｡同じ国なのIここんなに地方Iこ特色のある

国は中国ぐらいだと思います｡

あと､私は大学在学中にできるだiナたくさんの人と

知り合いたかったので､ボランティア活動に参加し､

たくさんの方と出会いました｡現在は大学内の日本人

学生会Iこ所属し､日本語学科の生徒たちと交流会や日

中国日本人学生会ネットワーク会長　中北沙也香さん
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学校の体育祭　各国の民族衣装を着て､入場行進をしました｡

中紅白歌合戦をしたり､在中日本大使館との協力など

により日本人留学生への注意情報などの配信をおこ

なっています｡中国は日本と比べ､物価も安く､少々

油っこいですが米食文化なのでとても過ごしやすく､

すぐi副賞れると思います｡私の祖父は70歳の頃(こ短期

の留学をしました｡進路に迷っている方がいたら､ぜ

ひ中国への留学をお勧めします｡
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金魚釣り!中国では金魚｢すくい｣ではなく､釣るようです｡

私はこの海外生活を通して､日本のすぼらしさを改

めて知りました｡しかしこの生活もあと残り1年にな

り､卒業後は日本での就職を考えていますか機会が

あれば中国以外の国も見て､たくさんの刺激を受iナた

いです｡

参加している中国日本人学生会ネットワーク

｢RX 1 ｣ (http://rxl.jp/)
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青島のイオンショッピングモール　日本企業の進出



日本と中国の架`ナ橋

私と志摩の縁
私は中国の江蘇省鎮注市からやってきました｡ 1998

年に三重大学の研究生として来日､ 2005年博士学位を

取得しました｡現在､三重大学生物資源学部生物資源

経済学研究室で外国人研究者として研究を行っていま

す｡

鎮江市は津市の姉妹都市であり､総面積3848kni.市

区面積1081k品　市区人口100万人､上海からは240km､

南京からは63km｡山と水と緑､名所旧跡に恵まれた鎮

江市は古くから黒酢の名産として知られています｡

空と海の青､山の緑､風光明媚な志摩市は私の頭の

中で良い印象で残っていましたが､ 1年半前､来るこ

とになるとは考えもしませんでした｡ 2005年8月に三

重県日中友好協会の紹介で｢南部地域雇用促進協議

会｣の中国語講師に招かれたという縁があって志摩に

きています｡

第1期日の講義は､たった5名の方が参加でしたが

(定員20名)､受講生の皆さん親切で情熱的で　私の

方が励まされました｡ 2時間程の講義の後には多くの

質問が出て､大変熱心に聞いてくださいました｡回を

畠 

中国語教室講師李折 

追って受講生も増え､現在最後の13期日の教室の時に

は23名の方が参加されています｡毎回皆さんが楽し

くしかも真面目に学習されており気持ちよく授業をす

ることができました｡志摩に来て本当によかったと思

います｡私のこの1年半間の講義が国際交流､日本と

中国の友好及び受講生の皆さんの活躍に少しでも役に

立てることを願っています｡

人間の出会いは不思議なものであります｡ 1年半に

わたる私と志摩の皆さんとの関係はお互いを知り､誠

実に内奥することを通して､より深く強く結ばれてい

ます｡交流の重要性を身をもって感じました｡人と人

の交流､特に歴史､文化､風俗､習慣が異なる国の国

民間の交流は必要だと思います｡さまざまな国際交流

を通じて､誤解を解消し､お互いを思いやり､尊敬し

合い､理解を深め､国民の問にすぼらしい友情が築か

れるものと確信しています｡私は日本と中国の架け橋

役になりたい､国際交流･世界平和に貢献していきた

いと考えています｡

時差がなしl?
日本国内では時差はないが､東西に広い国土をもつ国では複数の時間帯を用いている｡そうしないと､時

刻と生活時間が合わなくなるからである｡世界一東西に広い国ロシアでは経度差は170度､地球の約半周分

になり､極東地域に住あの人が朝食を食べているとき､ヨーロッパに近い地域では前の日の夕食を食べてい

るという具合である｡そこでロシアでは11の時間帯を設けている｡アメリカでも4の時間帯を設けている｡

中国国土の経緯度は00度以上あり､単純に考えれば4の時間帯があってもいいのだが､ 1時間帯で押し通

している｡中国時間の基準とされているのは､北京や上海近くを通る東経1約度線｡だから西地域ではお昼

のニュースを早朝に見る事態になっている｡ ｢基準を真ん中｣にと思うが､東と西では極端に人口密度が違

うため人口集中している東部を基準にしているようである｡　-世界で一番おもしろい地図帳(青春出版社)より-

衛協力轟のがと香登ぎ師課す

㈱コスモス･ツアーシステム　㈱志　摩　商　会

磯部建設工業㈱　㈲サ　ン　コ　ウ　㈱志摩スペイン村

㈱賢島宝生苑　志摩ガス協業組合　志摩町荒波太鼓保存会

片　田　定　置㈱　志摩環境事業協業組合　㈲志摩フードサービス

華　洋　開　発㈱　㈱志摩観光ホテル　志摩ホンダ販売㈱

㈱カ　　ワ　　イ　志摩市商工会　志摩ロータリークラブ

㈱志摩セントラルホテル　㈱長福丸水産　前橋設備工業㈱

㈱主婦の店アルファ　㈱波切ヤンマー商会　丸仙製パン㈱

セイケン工業㈱　㈱二宮パール　㈱山　　下　　組

㈱セ　　レ　　モ　㈲は　　た　　き　㈲山　本　建　材

㈲谷　　　　惣　㈲観光旅館福寿荘　㈱利　　ハ　屋

中條眼科志摩分院　㈲豊　和　会　㈲山　彦　鰹　節
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2006年12月3日(日)志摩スペイン村

参加者12名

志摩市観光協会内　第9回パエリアコンクールin

志摩実行委員会主催で開催され､当国際交流協会も共

催として協力しました｡

今回は45グループの参加があり､当国際交流協会か

らも3グループの参加がありました｡
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2007年2月18日(日)浜島町海I

在住外国人との
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志摩の郷土料理作りを通じて､

｢外国人と志摩の郷土料理作りで盛り上カ
･干物作り

ために

しました｡当日の献立は｢てこね寿司

れた外国人の方に好評でした｡
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2(調7年3月10日(I)志摩セントラルホテルソシア

参加者　22名
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伊勢市鳥羽市の国際交流協会

で活動されている役員同志､活

動状況や事業などの情報意見交

換会を開催し､今後の活動の参

考や資質向上のための交流会を

実施しました｡
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㊥田口向田園田同国回田同日回田問馴

… ○お名前は?

富eいつから志摩市に?

e志摩市に決めた理由は?

e志摩市の好きなところは?

e出身地は?

e出身地のP R

0 Alun Oya

アラン　大屋

e2004年に来ました｡

e結婚後､妻のいる鵜方

に移り､妻の家族が経

営しているそろばん学

校で英会話教室を始め､

Dragon English School (ドラゴン　インタ)ッ

シュ　スクール)という名前をつけました｡

e海が近いということと､気さくで親切な人ばかり

だということです｡知らない人でも､困っている

とやさしく声をかけてくれます｡

eイギリスのウェールズ出身です｡

eウェールズは小さいですが､都会です｡ 1ヶ所に

ショッピングセンターがかたまっていて､ 1つ1

つの専門店がとても大きいです｡そういった場所

が何箇所かあるので　静寂(田舎)な場所に住ん

でいても､ちょっといけば､ほしいものが何でも

買える生活のしやすい所です｡また､イギリス人

は家を大切にします｡修繕しながら､何十年･何

百年と維持し､古い建物ほど　価値が上がります｡

0日本食は全て好きです｡最も好きな食べ物は　う

なぎ　すき焼き､まぐろ(さしみ･焼き)､サー

モンです｡冬になると鍋が最高です｡

e私の趣味は車です｡いろいろな車を見たり､車に

ついて話をしたりするのが好きです｡また､車を

洗うのも大好きです｡きれいになった車で　私の

妻･雅世と息子･英輝　オリバーと一緒にドライ

ブするのが最高に楽しいです｡

020年後､私は現在と同じく志摩で英語の先生をし

ていると思います｡志摩の子供たちの教育の手助

けとなるよう､指導法の勉強をたくさんし､向上

していきたいです｡

o日本食で好きなものは?

e得意なこと､趣味は?

020年後の貴方はどうしてると思いますか?

田①
㊥

①天白イメルダ

e2年になります｡日本にきてからは

18年です｡

㊧大王町の主人の実家に家族で帰って

きました｡

㊨大王灯台がきれいで好きです｡志摩

町のパールブリッジも景色がよく気

にいってます｡まだまだ知らないところがいっぱいあ

ります｡

eフィリピン　マニラ市

eマニラ市内は都会なので　ビルやショッピングモール

が多い街です｡海に面している地域では観光地も多く

きれいですね｡

e何でも食べられます｡鍋料理は野菜もたくさん食べら

れていいですね｡味付けは違いますが､野菜を煮込む

ところはフィリピン料理にもあります｡ユズやスダチ

といった柑橘類の味が好きで　ポン酢以外にも料理に

よく使います｡

e料理が得意です｡特に肉じゃが｡日本食は外で食べた

時は味を覚えて家で作ってみます｡

クロスステッチ刺繍も好きですが､今は子育てや仕事

に忙しくて時間がありません｡

e希望ですが､世界旅行をしていたいです｡

いろいろな国のいろいろな所に行きたいです｡

新会員の募集
国際交流を通して､会員が楽しめる会にしていきたいと

思いますので､ご友人･お知り合いの方もお誘いください｡

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O K ～

また､こちらから原稿の依頼をさせていただくときに

はご協力よろしくお願いいたします｡

みなさまの声をきかせてください｡
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大暖冬で寒さを知らず過ごすことができましたが､夏はどうなるのかと′開己になります○地球温 

暖化が我々の生活にも影響を及ぼし始めているのかと再確認した今冬です○ 劔69(i�騫ﾒ�

昨今の韓国ドラマの大ブームから北朝鮮問題､中国のオリンEcLソクに方博○隣国の話題が多いな 劔�Hﾞ羽��

か､種々の問題の深刻さも改めて認識しなIナればいiナない状況のようです○｢グローバルな観点｣の 辨��ｨﾔx�"�

難しさと同時に､わが協会のように｢小さい交流からコツコツ｣が必要だと感じています○(田中) 劍駟k�ｼr�
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