
'mi,A �� �� ���� 

∴｢ ��b�∴∴∴-∵｢ � �� 

＼--∴ �ｨ����r��h�b���

2008錘藤懸急減醜遼

綴澄翻3歳凍嬢

会　長　浜口喜美生

志摩市国際交流協会は設立5年目を迎えます｡会員

の皆さまには　日頃より国際交流活動にご理解ご協力

を賜り心よりお礼申し上げます｡
一口に｢国際交流｣と申しましても活動は　海外を

知る･訪ねる･音楽や料理を楽しむ･語学を学ぶ･訪

問者を歓迎する･在住在勤外国人と交流する･青少年

を育成する･発展途上国支援､果ては世界平和まで非

常に多岐に亘っております｡会長就任から4年､この

間｢会員の皆さまの望む活動ができているのか｣ ｢志摩

市の国際交流を推進していると言えるのか｣ ｢会長とし

ての役割は果たせているのか｣常に頭において参りま

した｡

活動を振り返ってみますと､ホームステイ･音楽コ

ンサート･地球のステージ･クッキングセミナー･外

国語講座等々､非常に盛りだくさんの内容であったと

感じております｡中でも強く印象に残っておりますの

は､南カリフォルニア訪問､中学生の交換ホームス

テイをはじめとする南加三重県人会との交流事業です｡

もちろん役員はじめ多くの会員の皆さまのご尽力が

あってこそ実現したわけですが､私の会長就任と時を

同じくして旧知のグレース前田氏が､南加三重県人会

会長に就任､お互いに｢国際交流活動を積極的に行い

たい｣と考えていた｡とはいえ､このように良いタイ

ミングで共に会長として事業を企画､実行できたこと

を大変嬉しく感じております｡

戦時中､グレース氏と共に学校に通い学んだ頃に今

日の交流関係など知る由もなかった､人と人との巡り

合わせとは誠に不思議なものです｡

今年､アメリカでは初の黒人大統領が誕生しました｡

次代を担う若者たちにとって､まさに今､周りにいる

人々､友人･知人･家族との関わりが､将来の大きな

国際交流活動へと繋がろう

としているのです｡微力な

がら私も国際交流活動の発

展に尽力して行きたいと

思っております｡

ざ　擦　轢

志摩市長　大　口　秀　和

志摩市国際交流協会会員のみなさま､こんにちは｡

志摩市長の大口でございます｡この度､志摩市2代目

の市長として市政を担当させていただくことになりま

した｡

志摩市国際交流協会には私も発足と同時に入会させ

ていただいており､国際交流協会の役員や会員の皆様

のご活躍に対して厚くお礼申し上げる次第でございま

す｡

この志摩市国際交流協会は､会員の皆様が中心とな

り市民と世界各国の人々との交流活動がより円滑に進

められるよう支援し､国際的な相互理解と親善を深め

ることにより､国際化社会の形成の進展に寄与いただ

いておるところです｡この先､さまざまな文化背景を

持った外国人の方々が､今まで以上に増えることが見

込まれ､そのような社会状況の中で､外国からみえた

方々が､市民と同様に安心して暮らせる社会の構築を

図ることが必要不可欠であると思います｡

その対策として､国際交流協会は多様な主催事業を

展開されている訳でございますが､外国人を講師とし

て迎え､又､招待者として行うクッキングセミナー､

異国の風薫る外国文化事業､ホームステイ受入事業､

志摩市と共催で取り組んでいる日本語教室の開催を視

野に入れた日本語ボランティア研修会など　その企画

力と行動力には深く感銘している処でございます｡

また､本年9月にはサンアリーナで2009年第29回世

界新体操選手権三重県大会が開催される予定で､多く

の外国人が志摩市にも訪れることが予想されます､志

摩市といたしましても､その際には国際交流協会が打

ち出す交流事業を全面的に支援していきたいと考えて

おりますし､活動の必要性を理解し､ ｢継続は力な

り!｣の思いの中で　志摩市国際交流協会の将来を共

に考えて行きたいと思っております｡

終わりに､会員の皆様方におかれましては　世界各

国の人々との国際的な親睦と融和を図るため､交流活

動に積極的にご参加いただきますとともに､今後益々

のご活躍と志摩市国際交流協会のご発展をご祈念申し

上げます｡
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伊勢市の県営サンアリーナで､ 2009年9月8日から13日まで同選手権が開催されます｡世界中から

トップクラスの新体操選手が集結する国際的な大会です｡三重県や志摩市をはじめとする地元の市町

でも大会を盛り上げるために市民応援団の結成やP R活動がなされています｡

当協会も､志摩市市民応援団の一員として､協会独自の事業を計画し大会に参加していきたいと考

えています｡

大会･新体操についての情報

瀦大会の概要

本大会は　オリンピックと並び新体操界で最も権

威のある大会である｡世界約50カ国から多数の選

手･役員を迎え､競技の模様はテレビ放映される予

定である｡世界の頂点を目指して繰り広げられる熱

く美しい戦いが期待される｡

ufJ種　目

新体操は13m X13mのフロアで演技を行う｡個

人競技は､定められた手具を用いて､ 4種目を行う｡

演技時間は1種目につき､ 1分15秒～30秒以内で

ある｡

団体競技は､ 1チーム5人の選手によって行われ､

全員が-種類の手具を使用する場合と二種類の手具

を使用する場合があり､演技時間は1種目につき､

2分15秒～30秒以内である｡

rmm歴　史

この大会は1963年に始まり､通常ヨーロッパで

開催されている｡アジアでの開催は1999年､第23

回大阪大会に次いで二回目となる｡

華麗で優雅な新体操の歴史は､バレエをもとにロ

シアで始まった｢芸術体操｣が源流で　現在の新体

操の形になったのは第2次世界大戦後のことと言わ

れている｡

新体操は手具(ロープ･フープ･ボール･クラ

ブ･リボン)を使い､音楽に合わせて技術や美しさ

を競い合うスポーツとして発展していった｡

1984年ロサンゼルス五輪で個人競技が正式参加

種目となり､日本人では山崎浩子さんが8位に入賞｡

1996年アトランタ五輪で団体競技が正式参加種目

となり､ 2000年シドニー五輪では､日本代表が団

体で5位に入賞した｡
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志摩町和具の一角に｢おりきの松｣と命名されている､ニュー

カレドニア松･雄木の大木が堂々とそびえ立っています｡

このたび志摩市都市計画課及び企画政策課では､志摩町和具

に地区避難所を兼ね備えた防災公園が建設され､シンボルツ

リーであるその松の周辺を整備されました｡

3月29日(日)には竣工記念イベントも開催されますのでご

参加ください｡

◇と　き　3月29日(日) 10時～12時

◇ところ　おりさの松公園(志摩町和具･旧志摩町役場跡地)

◇主　催　志摩市､志摩市国際交流協会

※除幕式､マーチングバンド､荒波太鼓､もちまき､アメリカ村の写真ミ

ニ展未､食ブースなどがあります｡

アメリカ移民の先駆者『伊東里き』と『おりきさんの木』
A pioneering emigrant to America, Riki lto and Oriki-san's pine tree

ノウ伊東里き

1865年片田村の漢方医伊東雲鱗(うんりん)の二女として生まれた伊東里きば

兄の医者修行に同行して東京に出て､アメリカ大家族にメイドとして入り､ 2年

後の帰国の際に､里きはその家族になりすましてアメリカに渡った｡その後､ア

メリカで財をなした里きは1894年に生涯一度だけ里帰りをし､翌年片田村の若者

を引連れ再渡米しアメリカ移民の先駆者的な存在となる｡

里帰りの際にトランクに入れ持ち帰った10cm程の苗が､叔父である医者の伊東雲

硬の庭に植えられて､現在､ 『おりきさんの木』と呼ばれている｡

_ノおりきさんの木

おりきの松公園のシンボルツリーであり樹齢115年(平成21年3月現在)､囲274cm､樹高20mである｡ナ

ンヨウスギ科､ニューカレドニアマツでこの木は最近植えられた幼苗を除けば三重県内唯一のもので　平成元

年に『新みえ名木十選』に認定される｡外来樹種が認定されるのは全国的にも珍しいことである｡別名クック

アロウカリアと言いニューカレドニアやポリネシアに自生する｡　　　　　　　　　　　　　(志摩市提出)

議題騒撞酪酸擬態懸り醗憑畷

観蹴荊藤懸麟崖需遥蕃賦課萌(五十音順)
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伊勢志摩ロイヤルホテル　磯部建設工業㈱　岡　野　商　店　㈲　お　か　む　ね　医　院　㈱　賢　島　宝　生　苑

片　田　定　置　㈱　華　洋　開　発　㈱

志摩環境事業協業組合　㈱志摩観光ホテル

志摩ロータリークラブ　㈱セ　　　レ　　　モ

㈱中京銀行片田支店　中條眼科志摩分院

(i籾百五銀行鵜方支店　㈲観光旅館　福寿荘

㈲　山　彦　鰹　節　㈱　山　本　建　材

近鉄マリンレジャー㈱志摩スペイン村　㈱コスモス･ツアーシステム　志摩ガス協業組合

志　摩　市　商　工　会　㈱　志　摩　商　会　㈲志摩フードサービス

㈱第三銀行鵜方支店　谷　崎　歯　科　医　院　㈲　谷　　　　　　惣

南　部　急　送　㈲　㈱　二　宮　パ　ー　ル　㈱　合　歓　の　郷

(医)豊　　和　　会　前橋設備工業㈱　㈱　　山　　下　組
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平成21年1月17日(土) 10:00-3‥00

22日(木) 19:00-21:00

23日(金)　　　′,

外国人に日本語を教えるためのボランティア育成を目的と

した初期研修会で､主催は当協会･志摩市･三重県生活文化

部国際室､企画実施は三重建国祭交流財団でした｡

講師は､基本研修には伊賀日本語の会事務局長　仲渡理恵

子さんには｢異文化を理解しよう:日本語ボランティアの重

要性や役割､もとめられるもの｣を学び､応用研修では国際交流センター

日本語教師養成講座講師　船見和秀さんに｢日本語指導のいろは:日本語

と国語の違いや日本語指導の特徴など｣を学びました｡受講生の中で　日

本語ボランティアとして登録いただいた方は31名あり､志摩市での日本語

ボランティア教室の早期開設をとの強い要望がありました｡
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2月1日(日)市商工会館　参加者　約2(記名

ベトナム楽器のトルンですが日本では馴染みが薄く､知らない

方も多いと思います｡竹と紐と輪ゴムで組み立てられており､木

琴よりもさらに素朴な音の楽器です｡演奏者､小栗久美子さんは

大学でベトナム語を専攻され官学された時にトルンの魅力に

惹かれたそうです｡また彼女はマリンバの演奏者でもあり､

演奏会ではトルンの音色とともにマリンバの調べに会場の皆

さんには｢癒しのひととき｣を過ごしていただきました｡ (余

談ですが､びっくりしたのはマリンバはバラバラに分解され

大きな毛布の固まりが6個と楽器の跡形もなく収納されてし

ましました｡)
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から韓国料理を体験してい｢食文化を通じての国際交流｣

ただきました｡講師は金素羅(キム･ゾラ)さんで､

チゲとキムチチヂミ金家風を教えていただきました｡

は金先生のお母さんが使われている本場韓国産でしたが､

料は身近で手に入るものを揃えていただき家庭でもすぐ実践

今回は当協会のPRも兼していただける内容でした｡なお､

ねて一般参加者も募り､ 2都制となる大盛況でした｡

｢アニコンハセヨ｣から始まり､試食の前には､韓国の

食文化のお話を聞き､簡単な韓国語｢いただきます:

有り難うございまごちそうさま:チヤルモッゴスムニダ､

ニダ｣も韓国語にも親しんでいただいました｡　　　　(※



問題国(6-8人分)
キムチ800 g､玉ねぎ､豆腐､

豚肉､ねぎ､にんにく､ゴマ

油､砂糖､塩､唐辛子の粉

四囲　描飾つ潮時
①鍋にキムチを入れて妙めます｡ (ゴマ油2スプーン､砂糖

2スプーン､塩1 /2スプーンを入れる)この時､後で入れ

る肉を別で軽く妙めます｡

②玉ねぎは半分に切って､それを1 cm大きさで切ります｡同

時iこ､にんにくを刻んで潰してください｡

③妙めたキムチIこ水(1000ml　コップ5杯位)を入れて､準

備した玉ねぎ･にんにく･唐辛子を入れます｡しばらく煮

てから炒めた肉を入れます｡

④5分後､豆腐とねぎを切って入れ､胡轍を少し振りかけます｡

⑤少し煮たら､味見して出来上がりです｡

●○
〟

田園固　く6-8人分)

キムチ400 g､小麦粉500 g位､

卵5個位､油､砂糖､塩､

(好みでイカ･エビ豚肉を入れる)

(四囲
①キムチ･いか･エビ玉ねぎを1 cmくらいの大きさで全部切ります｡

②小麦粉に切ったキムチ･いか･えびを入れてませ､といた卵を

入れて混ぜ合わせます｡

(i)②の様子を見なから水をいれますかキムチなどからの水分

が多く､入れなくてもよい｡

④混ぜてから少し味見をします｡薄かったら唐辛子と塩を少し入

れます｡

⑤フライパンに油をひき､ 1スプーン位を1枚分で破れないよ

うに薄く伸ばして焼きます｡

⑥小麦粉の白きが見えなくなり､良く焼iナたら出来上がりです｡
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: ○お名前は?　　　e志摩市Iこ決めた理由は?　e出身地は?　0日本食で好きなものは? e20年後の貴方はどうしてると:

; eいつから志摩市に?　①志摩市の好きなところiま?　e出身地のPR e得意なこと＼趣味は?　　思いますが　　　:
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⑪郵　素苗(キュウ　スナエ)

e平成7年2月から

⑧志摩市に家族で引っ越してきました｡以前は主人の田舎の滋賀にいましたが､太平洋側に面し

た地形と暖かいところが台湾の台東市に似ていることから､志摩市への転居となりました｡

㊥安乗灯台･登茂山などが風光明媚なところと､浜島の夕景は夕陽が近く感じられてとても気に

いってます｡

㊥台湾の台東市

e良いところがたくさんあります｡知本(チモト)温泉の牛肉ラーメンはおいしいです｡初鹿(ハ

ツシカ)牧場は国有牧場で牛乳が有名です｡海岸線の景色は最高で北回帰線が台湾の上を通っています｡食べ物

では臭豆腐(シュウトウフ)とちょっと変わったものや釈迦頭(シャカトウ)というくだものはてとも美味しく､茶

葉は朝日と夕陽の恵みを受けて味わい深く､誇りに思っています｡

o納豆や豆腐は大好きです｡宗教的なことから菜食主義です｡

e中国語､マッサージは小さい時から修行を得て得意です｡

e美容関係の仕事に着きたい夢があったので　叶えられていればいいなと思っています｡

'配2009年度役員改選Iこついて 

1 倬��7�,ﾙo�醜淤�弍ｨ,X+x�ｹo�醜,h+X,Hｨ�:�+X,H*(+ﾘ+�*�.兩ｲ越xﾏ9^(+8.ｨ.兩ｲ�,ﾘ��ﾈ���?｢粟��-ﾈ,X,倬b�務局へお申し出下さい○ 
醒継続会員のお願いについて 

2009年度も引き続き協会会員として入会をお願いいたします○ 

【会費の納入方法】①郵便局よリ振込dj②事務局(企画政策課または各支所地域振興係)で納付③2009年度総会時に納付 

r憩2009年度総会の日程について2009年5月10日(日)､場所時間はまだ未定○ __) 

kt IHaeut �8ﾔﾉ_�効蹴�69(i�騫ﾒ���ｨﾔx�"�

世界の情勢に一喜一憂している○アメリカの住宅問題が発生の種をまき､世界金融危機となり､ 

日本経済をも揺るがす大混乱に発展した○また､第2回ワールドベースボールクラシック(WBC) 

が､アメリカ.サンディエゴで開催され日本は韓国に負Iナ､敗者復活戦に回ることとなった○ 伜(ﾞほ�B�

｢世界と関わる｣身近な国際交流を大事に育てていきたい○大きく育ち大木になるかも-ありき ��Xﾆ��2�

さんの松のように-○(M.T) 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　硲44 - 0207　　http://www.shima-kokusai･COm


