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際交流協会総会開催
2008年5月11日(日)午前11時から賢島宝生苑にて､志摩市国際交流

協会総会を無事終えました｡

総会では原案通り､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､総会終了後は会員

懇親会を催し､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｡
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葦業計画

線交流事業

のクッキングセミナ一

緒(仮)国際貢献講演会または

コンサート

i離パエリアコンクール

絹》国際交流に関する研修会

⑱国際支援活動の紹介

織会員相互の交流会

灘広報事業

の会報の発行

のホームページの更新

鵡その他

㊥志摩市在住外国人支援

の研修会､交流会

のホームステイ事業

鎗近隣国際交流協会との交流

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位‥円)

科目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�内訳 

1.会費 塔��ﾃ����正会員2,000円×250人-500,000 
賛助会員10,000円×30口-300,000 

2.補助金 塔��ﾃ����志摩市補助金800,000 

3.雑収入 �3��ﾃcS��事業参加負担金＼貯金利息.寄付金等 

4.繰越金 �#ヲﾃ3C��前年度繰越金 

合計 �"ﾃ���ﾃ���� 

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･円)

科目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�内訳 

1.会議費 �3S�ﾃ����総会.役員会運営費 

2.事務費 �3�Rﾃ����事務用品等＼切手.はがき代等 

3.事業費 ��ﾃC�Bﾃ����広報､料理講座＼ホームステイ＼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 塔�ﾃ���� 

6.予備費 �#津���� 

合計 �"ﾃ���ﾃ���� 

志摩市国際交流協会にご入会ください〝　鰹縦の

騙年会費　　繊個人会員･･･2,000円　　の賛助会員･･･一口10,000円

願申込先　　志摩市国際交流協会事務局:志摩市企画政策課　TELC瑛娼- 44 - cm7

HP : www//shima - kokusa上com &⊇コ垣　_一t=,a

誤聞



ものがある両国も､一般的な市民レベルでの交流はま澄始まったばかりのようです｡経済成長で世界

中の注目を集めているHOT治国ベトサムについて､轟礎認して潜ましまう｡

◆ベトナム社会主義共和国 Socia一ist Repub一ic of Viet Nam

に開聞閏

㊥面　積　32万9,241k諸

㊥人　口　約8,520万人(2007年)

の首　都　ハノイ

の民　族　キン族(越人)約86%､他に53の少数民族

の言　語　ベトナム語

の宗　教　仏教(80%)､カトリック､カオダイ教他

⑱略　史　千年を超える中国支配を経験した中国文化

圏最南端の国

1883年　フランスの保護国となる

1945年　ベトナム民主共和国成立

1949年　ベトナム国(親仏)成立

1954年　ジュネーブ停戦協定により南北分割

1955年　南北でベトナム共和国成立

1963年　米軍直接介入(北爆)開始

1973年　パリ和平協定調印

1975年　ベトナム共和国政府無条件降伏(サイゴン解散)

1976年　南北統一(ベトナム社会主義共和国成立)

㊥主要産業　農林水産業､鉱業､軽工業

の通　貨　ドン(Dong)

の為替レート1ドル-約16,255ドン(2008年6月)

田園園田田園園
Sフ工の建造物群1993　文化遺産

1802年からの歴史を持つ､グエン朝の古都｡風格の

ある建築物が点在し､旧市街地には世界遺産に登録さ

れている王宮があります｡

Sハロン湾1994･2000　自然遺産

数々の奇岩が海から突き出る名勝｡龍の親子がこの

地に降り立ち､敵をうち破った伝説の舞台にふさわし

い景色が広がります｡

○古都ホイアン1999　文化遺産

チャンパ王国時代からグエン王朝時代にかけて､中

国やインド､日本との交易の中継地として盛え､日本

人町の名残もある町です｡

田ミ-ソン聖域1999　文化遺産

暮フォン二ヤーケバン国立公園　2003　自然遺産

暮ホーチミン

ホーチミンにはプチパリと呼ばれたサイゴン時代の

面影と､エネルギッシュな新しいベトナムが同居する､

ベトナム最大の都市です｡

eバッチヤン村

約2,000もの窯が並び､ 500年以上の歴史を持つ陶磁

器の里｡村人のほとんどが陶磁器に携わる素朴な趣が

あります｡

看メコン川

カンボジア､タイ､ラオス､南北に細長いベトナム

を貫くように流れるメコン川｡



ベトナムの教育制度は､初等･中等教育が6歳から

始まり､小学校5年間､中学校4年間､高等学校3年

間の12年制です｡うち､小学校と中学校の9年間が義

務教育です｡

ベトナム人は､元来勉学に非常に熱心な民族で､昔

から発展途上国の中では識字率は非常に高いと言われ

ています｡高校生のうち､数学や理科で優秀な成績を

収めた生徒が各省や中央政府に表彰されるといった制

度もあります｡日本に対する関心も年々高くなってお

り､日本語を学ぶベトナム人は約3万人いると推計さ

れているほか､中学校や高等学校で日本語を学ぶクラ

スを設ける学校もあります｡

ベトナム国内の多くの中学校は　校舎と教員の不足

から､午前･午後の2都制です｡旧正月(テト)の1

週間の休みを挟んで年に35週間授業が行われています

(ベトナムのほとんどの学校は9月に始業し､ 6月頃

に終業します)｡ 6月から8月までの3カ月間が夏休

みですが､ 8月下旬の1週間は｢次学年準備｣の授業

が行われます｡

また､ベトナムの生徒･児童は､みな首に｢赤いス

正装として着用するベトナムの民族衣装｡

ア才は衣装の意味､サイは長いを意味する｡チャイ

ニーズ風の長い裾から腰までの深いスリットのある上

衣と下はゆったりとしたパンツを着用する｡女子学生

は白いアオサイを着用､会社員でもアオサイを着用し

ている女性が多く､現在の生活に定着している衣装と

いえる｡男性用のアオサイもあるが､冠婚葬祭などで

着られる程度である｡

アオサイの始まりは､グエン王朝の時代に中国の清

王朝の宮人の朝服を簡略化したものがアオサイと呼ば

れ､それが一般の人に広がったのか始まり｡その後

1930年ころIこハノイの美術家たちによる服装改良運動

によって､布地のパターンやカット方法を改良しシル

エットを現在の形に変えた｡現在では女性用アオサイ

の美しさは世界的に認知されている｡
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アオサイを着用する各国首脳

カーフ｣を巻いていますが､これは､地域の青年団の

証として着用する習慣となっていて､学校でも身につ

けることになっています｡

中学生の好きな授業ベスト4ば　数学､国語､生物､

地理｡学校行事の代表的なものとしては運動会や交通

安全絵画コンテスト等があり､生徒に一番人気のある

ものは運動会で　近隣の学校と合同で行う対抗戦です｡

人気のスポーツは､男子生徒はサッカー､女子生徒は

バドミントンやバレーボールなどです｡また､バドミ

ントンのシャトルを大きくしたようなものを､足や太

ももを使って跳ね上げるようにしてつなぐ｢カウチ

ン｣という遊びも人気があります｡

生徒たちの間では日本のマンガの人気が高く､多く

のマンガがベトナム語版で発行されていて､日本の現

代文化への関心も高いようです｡その一方で　日本に

対して｢さもの｣ ｢桜｣ ｢富士山｣といった伝統的なイ

メージを持っている生徒もたくさんいるようです｡

財団法人世界の動き社発行隔月刊

｢世界の動き2008年2 ･ 3月号｣より

竹でできたベトナムの民族楽器で､素朴な優しい響

きが特徴です｡

攫え7みよう!ベトナ
Xinchao　シンチャオ｢こんにちは｣

Tambiet　テーン　ビ｢さようなら｣

Xincamon　シンカムオン｢ありがとう｣

XinIoi　シンロイ｢すいません｣

Bancokhoekhong　ベンコクエホン

｢こきげんいかがですか｣

Anhtenlagi?アインテンラジー

｢あなたの名前は何ですが? ｣

ToiteniaOO　トイテンラ○○

｢私の名前は○○です｣

Namnay28tuoiナムナイハイムオイタムトウオイ

｢今年28歳になります｣



三輔弼肥田欄間弼聞視軸試掘踊
会員　岡　宗　尚　代

今年は､ブラジルへの日本移民100周年iこあたり､記念イベントがブラジル各地で行われています｡

三重県人がブラジルIこ移住して96周年､三重県とサンパウロ州姉妹提携35周年の記念式典iこ､三重

県サンパウロ州民間訪問団員として8月18日から25日までブラジルのサンパウロに行ってきました｡

セントレアからドバイまで10時間｡乗り継ぎ便で

さらに14時間の長いフライトのあと､やっとサンパウ

ロに到着です｡

ホテルでの翌朝､頼んであったモーニングコールが

鳴らなくて(-何とおおらかな)出発時間5時半を少

し遅れて飛行場へ｡サンパウロからイグアスまで1時

間半､今回一番楽しみにしているイグアズ観光です｡

翫　　世界3大濠布｡米国カ

ナダ国境のナイアガラは

水量の多さで､南アフリ

カのビクトリアは高さで､

そしてイグアズはその規

模の大きさで世界最大で

す｡

その規模たるや､大小300もの滝が幅4kmに及び､落

差100 mの高さの滝もあって､ひと目では全貌が見え

ない大迫力!一昨日からの長旅の疲れもすっかり

吹っ飛んでしまいました｡

ブラジルは今は冬｡水量の少ない乾季Iこあたります

か低気圧の影響で南部iこ降った雨のおかげで水量も

非常iこ多く､気候も気温29℃､快適です｡

ナイアガラのように､イルミネーション付きの大観光

地とは大違い｡世界遺産を大切Iこ保護していて､イグ

ァス国立公園の入園ゲートからは､一般車両は進入禁

止で､滝観光専用のバスのみが中に入れます｡

ゲートを<ぐると､電気自動車に乗り換えてジャング

ルを滝の近くまでゆっくり走ります｡岸辺からのボー

ト観光では､かソパに救命胴衣の重装備で急流を

ジェットコースターのようiこ上り､滝壷近くで水しぶ

きをおもいっきり浴びて､皆大はしやぎでした〇

滴観光用の遊歩道もしっかり整備されていて､滝壷近

くまで遊歩道が伸びているところでは､間近で感じる

滝の爆音､すさまじい水しぶきIこ台風のような恐怖感

さえ感じる程でした｡

翌日は､サンパウロ市の日本人学校視察の後､我々

より1日早く来伯されていた野呂三重県知事､県議会

議長､経済連の方々と合流して､イビラブエラ公園に

宿る日本人開拓先没者慰霊碑iこ献花､参拝しました｡

その後､立派な三

重県人会館にて記念

式典です｡野呂知事

をはじめとする行政

関係者10名､経済視

察団16名､我々民間

訪伯団24名､計50

名の日本からの慶祝団と､在伯三重県人170余名が出

席し､その後の交流会でiま､在伯の大王町と志摩町出

身の方々ともお会いでき､サンバのリズミカルな大音

響の中で踊ったり夜遅くまで大盛況でした○

翌日以降は､日本人経営の

大農場見学(胡蝶蘭を細胞レ

ベルから計画生産していま

す) ､ブラジル最大の港町

サントス市訪問､サッカー場

見学､など中身の濃い日程を

過ごし､帰国しました｡

ブラジルは､ 60カ国の移民により形成された､人種

差別も宗教差別も全くない､すべてブラジル人という

多民族国家です｡

日系人が1仰万人｡ブラジルでは､日本人先人たちの

勤勉さにより､日系人がとても尊敬されていて日本人

(こはとても友好的です｡

母国語はポルトガル語ですが､英語よりも日本語が

通じることが多く､地球の反対側の一番遠い所に来て

いるというのに不思議な感じかしました｡

食事もあらゆる国の料理がそろっていて＼フルーツも

野菜も種類が豊富で毎回食べきれない位ですoただ､
一人歩きはちょっと--という不安を除iナば＼とても

過ごしやすい所でした｡

今回､遠い遥かな国と思っていた地球の反対側のブ

ラジルに行く機会を得て､日本からの距離は遠いです

かブラジルに移民した先人たちの努力や苦労により

日本人にとってはとても身近な国なんだと感じられる

旅でした｡

それにしても､イグアズはすぼらしい!遠い所で

すが勇気を出して行きましょう!
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7月26-27日

三重県生活部国際課･ (財)三重県国際交流財団の2008年

度民間企業による外国人技術者･技術習得サポート事業で

三重県にきている5名(ブラジル･アルゼンチン･中国･

パラオ･ラオス)の研修員を日本家庭に親しんでもらう機

会として､ホームステイの受け入れをしました｡

26日:賢島駅に到着｡賢島港から船で英虞湾を遊覧し立

神へ移動｡ ｢立神四季物語｣に参加し､手作り舟

レースに参加し､流しそうめんの昼食｡ホスト

フアミリ宅へ｡

27日:ホストフアミリと過ごし､午後4時･賢島駅でお別

れ会｡
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拒敬醜蘭享9月28日　参加者32名

愛知県リトルワールド

に沿って､世界29カ国の

情緒一杯の園内でドイ

タイで民族舞踊を見て､

聞き､カンボジアのサー

買い､などなど参加され

た皆さんそれぞれにミニ

世界旅行を体験されてき

ました｡

往復のバス車内では､

大ビンゴゲーム大会で盛

り上がり､日常の煩雑を

忘れホッした一日を過ご

しました｡
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今回は志摩市教育委員会A L Tの二人に登場してもらいます｡

OJacob (ジェイコブ)

⑫去年の8月に志摩市に着任し

ました｡

⑲日本に来た理由は､イギリス

の三菱重工業でアルバイトを

していました｡日本人の社員

は､熱心にみんなで協力して

働いていて､その姿がステキ

でした｡しかし､その時日本語が理解できな

かったので　日本語を勉強して日本の文化も学

びたくなりました｡また､幼い時にイギリスの

テレビで｢タケン城｣を見て､日本に興味を持っ

ていました｡

e人々は親切で面倒見が良くて､イギリスの文化

にも興味を持ってくれて嬉しいです｡

志摩弁も好きです｡

eイングランドのヨークシャー(湖水地方の近く)です｡

eイギリスの中央部で　美しい湖水地方があり､

公園や映画館･サッカー場もたくさんあります｡

ロックグループのArctic Monkcysが有名です｡

oモスバーガー､タイカリ- (波切のクック店)

e読書(村上春樹)｡政治にも興味があります｡

サッカー｡今は日本語検定3級の猛勉強中です｡

e侍になっています(-冗談)｡日本初の外国出身

の外務大臣になりたいです(･･･また冗談)｡ (真面

目に･ ･ ･)日本の企業の海外部門で働きたいです｡

錮㊨㊨ 
臨日本語サポーター研修事業 

在住外国人のために日本語を教える日本語ボラン 

ティア育成の研修会です○ 

ご協力いただける方は､ぜひ研修会に参加して< 

ださい○ 

2009年1月17日(土)AM.10:00-恥.3:00 

22日休)PM.7:00-9:00 

23日(金)〟 

韻クッキングセミナー韓国料理の予定です 

e christopher Byrnes (グ)ストファーバーンズ)

⑫2007年9月

⑲私の会社､アルテイア･セントラルか

ら前任者の後任として､ここ(志摩市)

に派遣されました｡

⑪海辺に住むのが大好きです｡ (志摩市

は)どこからでも海が眺められるのが

とてもいいです｡中でも､浜島のシー

フロント(海岸沿い)は私のお気に入りの場所です｡

eイギリスのグレータ-マンチェスターです｡

e北ヨーロッパに位置するイングランドは､ブリテン島を

構成する4つの地域の一つで私はグレータ-マンチヤ

スターという所から来ました｡そこはとてもきれいな田

舎で19世紀工業の中心地としても有名です｡イギリス

は2012年のロンドンでのオリンピック開催を楽しみに

しています｡

o｢天ぷら｣が一番好きです｡でも､以前岐阜県に住んでい

たときに紹介してもらった｢朴葉味噌｣の料理も好きです｡

e私の日頃の興味は(趣味でもありますが､)外国語を学ぶ

ことや､外国の文化を体験することです｡実は私は大

学だけでなく､語学学校でも言語を学びました｡そして､

来日するまでイギリスで語学教師を続けていました｡ア

メリカやイギリスで出版されている2つ言語講座の本を

執筆したことがあります｡今､さらに新しく共同執筆で

｢世界の言語の学び方｣の本を執筆する予定でいます｡

私は料理や心理学や形而上学､そして音楽に興味があり

ます｡また最近､志摩の地で｢太極拳｣を始めました｡

eこの質問は難しい!私は今の仕事がとても楽しいので

将来もALTとして日本の学校で同じ仕事を続けている

だろう､続けていきたいと思っています｡でも､人生は

何が起こるかわからないです｡その時の流れに身を任せ

ていくつもりです｡そして人生という旅を楽しみたいと

思います｡

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〟 
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夏の北京オリンピソクも感動の中で終わりました09月に開催された北京パラリンピソクでは志摩市在住の別 

当さんが女子車いすバスケットに出場されておリ､陸上.車いすテニスなど観戦していて､感動と勇気をもらい 

ました○オリンピソクの終わった大国中国は今後どうのように変わっていくのか楽しみです○ 

海外から輸入された農薬汚染米問題については､強い憤りを感じます○何がそうさせていくのでしようか? ��Xﾆ�做2�

今を共有している人間同士が大切に思い合わなくて未来へは続いて行かない＼と思っていますo(田中) 倬ik�ｼr�

志摩市国際交流協会事務局志摩市役所企画政策課　℡ 44 - 0207　　http://www･shlma-kokusa上COm


