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　 第 22 回 総 会 は AIRA 日 本 語

教 室 の 生 徒 さ ん の 葛　 広 平（Ge 

Guang Ping）さんと、葛さんと結婚後昨

年来日し、現在日本語教室に参加している田　麗君

（Tian Li Jun）さんの中国人夫妻による流暢な日本語で

の開会宣言から始まりました。

　早坂会長の挨拶に続き星野市長からは「我孫子市の

人口は約 134,000 人で 1％にあたる約 1,300 人が外国

人です。その方々が我孫子で安心して快適に暮らせる

ように市・AIRA が一体となって務めることが肝要だと

思います。」と挨拶がありました。

　付議事項に移り 2012 年度の事業報告と収支決算報

告、理事・監事・役員の交替案が出され承認されまし

た。松下会計監事からは、2012 年度の会計状況を監

査したところ適正であったと報告がありました。引き

続き 2013 年度の事業計画と事業予算についての説明、

審議が行なわれすべて承認されました。また報告事項

として、顧問の交替についての報告がありました。質

疑応答では会員および賛助会員の加入増に向けて AIRA

はさらに努力するようにとの意見が出されました。

　2013 年 3 月 31 日現在の AIRA 会員数が総会資料に

より次の通り報告されました。　　　　　　　　　　

　総数 750 人 ：内訳　男 316 人　女 434 人

　市内在住 667 人　市外在住　83 人、30 団体

2013 年度の AIRA 役員（前年度から変更なし）

　会　　　長：早坂　満

　副　会　長：井手口　赳、北嶋扶美子、菅野哲哉

　総務部会長：足達法子

　広報部会長：門田靖英

　交流部会長：張　華 (Zhang Hua)

　研修部会長：別府宏一郎

　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部会長：　　康彦

　会　　　計：染谷幸和、鷲見政夫

　総会の後、お茶を飲みながら軽食での茶話会を持ち

ました。広報部会の木川副部会長が竹の横笛とオカリ

ナで「Over the Rainbow」「Largo」「浜辺の歌」等 6

曲を吹奏しました。

2013 年度総会開催される
日時　：2013 年 4 月 28 日（日）13:00 ～ 15:30
場所　：あびこ市民プラザ　多目的ホール

第 58 号
2013 年 7 月発行

我 孫 子 市 国 際 交 流 協 会 　 会 報

ABIKO INTERNATIONAL RELATIONS ASSOCIATION　 （我孫子市国際交流協会　TEL. 04-7183-1231）

        ＡＩ
ＲＡ

へさき



-  2  -

（４） 東葛地区国際交流協会連絡協議会

　本協議会に参加することにより、東葛地区の他国

際交流協会と情報交換ができる良い機会であると考

えています。

（５）業務受託事業

　我孫子市からの受託業務として「外国人のための

日本語教室」、通訳・翻訳業務、「広報あびこ」の保健・

イベント関連記事等の編集・英訳印刷・配布をはじめ、

随時各種の翻訳を行います。必要なときにそのつど

各国語の通訳を派遣します。外国人からの相談にこ

たえる「外国人相談窓口」は常時受け付けし対応し

ます。

（６）日本語指導のための学校派遣事業

　AIRA と我孫子市教育委員会の連携のもとに、市

内小中学校に在籍する日本語習得のための支援を必

要とする児童生徒に対して、学校からの申請に基づ

き日本語指導のボランティアスタッフが学校に出向

き指導をするという「日本語指導のための学校派遣」

を全体事業に位置付けて活動しています。日本の小

中学校に通学しながら、日本語の指導を受け学校生

活を懸命に頑張る子ども達にとって、AIRA の日本語

支援が果たす役割は大きいと実感しています。子ど

もたちの環境に合わせた心配りの行き届いた指導が

（１）第 22 回あびこ国際交流まつり

　22 回を迎える国際交流まつりは、市内在住の外国

人の方々と市民また、会員同士の交流を深める最適

なイベントと考えます。外国人の方々が積極的に参

加できる内容のまつりにしたいと思います。

　日時：2013 年 11 月 24 日（日）開催予定

　会場：あびこ市民プラザ

（２）第 15 回国際交流スピーチ大会

　この事業は、国際的な視野を持つ青少年の育成を

目的として開催しています。国際交流に関して、ど

のような経験や考えを持っているかを重視しており、

国際交流スピーチ大会へ出場することは、新たな自

分を発見することにもなります。めまぐるしく変化

する今日の世界に目を向け、様々な出来事に対して

自分の意見を主張できる場は、国際交流に深く関心

を持つ若者への機会の提供でもあります。この事業

は我孫子市の国際化の推進に大きく貢献するものと

確信いたします。本協会の継続的事業としていきた

いと思っております。

　日時：2013 年 9 月 29 日（日）開催予定

　会場：あびこ市民プラザ

（３）外国人のための文化講座

　外国人の方の要望を取り入れた内容とし、日本の

伝統文化、習慣も取り入れて体験できる機会を提供

する講座とします。この講座の受講が日常生活の中

で役に立つことを期待し、また受講を機会に AIRA

の事業や地域の行事に積極的に参加し、会員や市民

との交流が深められることに繋がっていくと信じ実

施します。毎年好評の外国出身者からお国の文化や

料理等の紹介、また市外の施設見学も取り入れ出来

る範囲で開催をいたします。

2013 年度事業計画
全体事業

全体事業は、協会の基本方針である草の根レベルでの国際交流を推進するため、我孫子市に

住む外国人の方々が参加し易い内容を取り入れて創意工夫し、市民とりわけ青少年の国際感

覚が高まり関心を持てるような事業を企画し、協会活動の充実と異文化の理解に努め会員同

士の親睦を深めていきます。

総会後の茶話会の様子
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（公財）山階鳥類研究所に寄付
　AIRA は 2013 年 1 月 9 日、第 21 回あびこ国際交流

まつり（昨年 11/25 開催）でアホウドリを刻印した紅

白まんじゅうの販売による収益金と会員の方々からの

寄付金を早坂会長より公益財団法人山階鳥類研究所に

寄付させて頂きました。

　 同研究所が行っている「アホウ

ドリの保護活動」に賛同し

応援の意をこめて些少

ではありますが寄付を

行っています。

2013 年度 
第 1 回  理事会開かれる

日　時：2013 年 4 月 15 日（月）14：00 ～ 15：30
場　所：あびこ市民プラザ　会議室 1
出席者：理事 19 名

　4 月 13 日の役員会に提示・審議された案件について

本日の理事会で審議しました。

　(1) 2012 年度事業報告および収支決算

　(2) 理事・監事・役員の交替

　(3) 2013 年度事業計画（案）および事業予算（案）

これらの項目について理事会で審議の結果、同意を得

たので、4 月 28 日に開催される第 22 回総会に提示さ

れました。また 2012 年度決算についての監査も 4 月

13 日に終えたことが報告されました。

　理事会終了後各理事より簡単な自己紹介、所属団体

の活動状況の説明がありました。

　AIRA との係りについては、海外から我孫子に来た子

弟に対する入校時での日本語指導のための学校派遣活

動や毎年秋に行うスピーチ大会が話題に上り AIRA の

活動を評価する報告がなされました。

行われ、学校からは AIRA の日本語支援

ボランティアの熱心な指導に対して感謝

が寄せられています。

　また、教育委員会から指導のための図

書や交通費補助などのご支援を受けてい

ます。これまでの経験を生かして、我孫

子市の小中学校の日本語支援を必要とす

る子ども達への日本語支援ボランティア

の学校派遣事業を行っていきます。

（７）その他

①スポット的な事業についてはその時点で検討し対

応します。

②昨年度に引き続き 2013 年度も償却備品積立金を

します。

理事会風景
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　私は 2012 年 10 月・11 月の 2 ケ月間、アメリカ・

フラッグスタッフ（＝ Flagstaff 以下 FS と略します）の

マリー先生のお宅にホームステイしました。以前から

機会があったらぜひホームステイを体験してみたいと

思っていましたが、チャンスがなく年月が経ってしま

いました。気が付けば私も 65 歳を過ぎ、半ばあきら

めていたのですが、私が習っていた AIRA 英語講座の

先生であるマリーさんがアメリカに戻られたのを機に

彼女のお宅にホームステイさせていただくことになり

ました。高齢での一人旅の上に私の英会話力では不安

もありましたが、この機会を逃したら二度とチャンス

は来ないだろうと思い行くことを決心しました。

　何とか FS までたどり着ければ後はマリーさんが待っ

ていてくれると思うと妙に気合の入った出発でした。

成田空港で見送る主人の方がよほど不安げな顔をして

いました。FS へ行くには Los Angeles(=LA) とフェニッ

クスで乗り継ぎをしなければなりません。LA 空港では

案の定乗り換えターミナルの場所が見つからず、何人

もの空港スタッフに尋ねましたが乗継便がユナイテッ

ドとの共同運航便だったため、彼らも良くわからない

ようでした。結局は案内所で聞いたら地図を描いてく

れ無事にターミナルに到着。私が、大きな荷物を背負っ

た高齢者のせいか、空港スタッフは皆とても親切でし

た。FS 空港ではマリーさんお子さん達が迎えてくれま

した。いよいよ私の 1 週間のホームステイが始まりま

した。

月曜日：C.C.C.( Coconino Community College) で英
語の授業を受ける

火曜日：市内観光　　
水曜日：英会話レッスン。スポーツセンターでヨガ

教室
木曜日：Buffalo Park でウォーキング
金曜日：C.C.C. でマリー先生の日本語教室のアシス

タント
　私の滞在中はハロウィン、サンクスギヴィングデイ、

大統領選挙等がありました。ハロウィンは文字通り町

をあげてのお祭りで、色々なイベントが催されました。

公園でのパンプキンフェスティバルや植物園でのパン

プキンウォークというのがあり植物園の中の散歩道に

沿って沢山のかぼちゃのランタンが並べてあり、夜真っ

暗な中そこを歩くのです。学校でのハロウィンコス

チュームを身に着けた子供たちのパレード、そして夕

方 8 時頃からは「Trick or Treat」が始まります。これ

は子供たちが民家を訪ね「お菓子をくれないといたず

らをするぞ！」と玄関先で言うのです。私は全ての催

しに参加して楽しみました。サンクスギヴィングデイ

には七面鳥料理をいただきました。他に太極拳を習っ

たり、アリゾナ州の無料コンサートに行ったり、アイ

スホッケーの試合を見たりと沢山の経験をしました。

　町の周辺にはネイティブアメリカンの住居跡やパ

ワースポットとして有名になった Sedona の街等、1 日

観光で行けるところも沢山あります。ホームステイ先

の家は町の西端の住宅街にあり窓からは FS のシンボ

ルである San Francisco Peaks が良く見えます。住宅街

アメリカ・フラッグスタッフの家庭にホームステイして
森川千恵子（AIRA 会員）　

かぼちゃのランタンを制作。マリー先生と親戚の方

現
地
小
学
校
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
筆
者

2003 年から 10 年間 AIRA の英会話中級講座の講師を務めて 2012 年 2 月に米国
に帰国したマリー先生を、受講生だった森川さんが訪問してこられました。
マリー先生は英会話講師、スピーチ大会の審査員として AIRA に協力してくださ
り、受講生の皆さんから大変慕われていました。

フラッグスタッフ：ラスベガス市の東南東約 340 ｋｍアリゾナ州の北部に位置する。
標高 2,100 ｍの高地にあり空気が乾燥。グランドキャニオンへの入口として知られている。⇒

@ Google Map
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　今般、中央学院大学に留学中の韓国人女学生を我家

に迎え入れ３泊４日のホームステイを体験していただ

きました。この方は現代的女性であると同時に、立場

や礼儀をわきまえ、且つ何でも体験してやろうと言う

進取の気性や闊達な積極性が感じられ我々夫婦もこの

４日間まるで娘が出来たような感覚で、楽しくも意義

深い日々を送りました。彼女も我家が気に入ったらし

く伸び伸びと日本の家庭に滞在し貴重な体験が出来た

と喜んでいました。その後も２度ばかり来訪し、また

別の機会には我々夫婦と東京都内を散策しました。

　しばらくして、彼女から連絡があり、韓国からご両

親が様子を見に来日するので、その際は是非会って欲

しいとの事、当方に異論があろうはずもなく、双方の

都合を調整し市内のレストランで２時間ばかり会食し

ました。ごく普通の一般家庭のご両親で丁寧に娘さん

へのホームステイ受け入れやその後の支援などにお礼

を述べられ、日本は初めてで、この機会に色々な場所

を訪問し見聞を広めて帰りたいとのお話しでした。ご

くありきたりの２時間程の面談を終えて、正に別れ際

にご夫婦からさりげなく出た発言に興味深い物を感じ

ました。

　このお二人は日本訪問は初めてでしかも、韓国では

最近日本への批判的な報道や情報が多く、出発直前に

は友人達からも気をつけるように忠告されていたとの

事。しかし、「日本に来て初めて分ったが、町はきれ

いで落ち着いており、人々も親切でやさしい。電車を

待つにも列を作り車内でも実に規律正しい。町には軍

人や戦車を見ることもなく人々の生活も整然としてい

る。こうした国民が右傾化や軍国主義化しているとは

とても思えない。帰国したら友人はじめ皆にこうした

実情をきちんと話したい」　と。自然に発せられたさり

げない一言だが、ここに草の根の民間交流の意義を見

る想いがしました。自国では政府や報道機関からの情

報を信じていたが、やはり自ら現地に赴き、人々と交

流する事で本当の姿が分ったと言うのです。英語に　

Seeing is believing と言う諺がありますが、私は浅学を

省みず、敢てこれを Meeting is trusting と言い換えた

いです。

　最近、日韓関係がまたギクシャクしだしているが、

こんな時だけに、こうした一般市民レベルでの正しい

理解や認識を得る事が大切ではないでしょうか。そし

て、このご夫妻のような理解者が双方に置いて増えれ

ば両国間で延々と続く数々の難題にも何らかの友好親

善をベースとした解決の糸口が見つかるはずと期待し

ます。今回偶然お世話した留学生とそのご家族ではあ

りますが、真の姿を知り今後きっと我々に好感をもっ

ていただけるにちがいないと思います。こうした市民

レ ベ ル で の

相 互 理 解 が

一 段 と 進 展

す る こ と を

願います。

これぞ国際交流の原点か？
吉田幸夫（AIRA 会員）　　

にはアスペンの木の葉が風にそよぎ、とても気持ちの

良い町でした。FS はスポーツ選手の高地トレーニング

の場所としても有名です。市が管理する trail( 小道 ) と

bikeway( 自転車専用道路 ) が何本も整備されており、

多くの人々が利用していました。私もサイクリングを

楽しみました。交通手段はもちろん車ですが、1 時間

筆
者
夫
妻
と
韓
国
か
ら
の
留
学
生
（
中
央
）

留
学
生
の
両
親
と
食
事

に 1 本ですがバスも走っており町の端から端まで観光

したりショッピングを楽しむことが出来ます。ヨガ教

室では友達もできました。

　FS からの帰りはシカゴからの大陸横断鉄道に乗り

LA まで来ました。充実したホームステイを過ごせたの

も沢山の方達のおかげと感謝しております。
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（　ボランティア部会長）
へさき

■翻訳学習会■

　2012 年 12 月 23 日市民プラザ会議室で翻訳学習会

が行われました。今回 6 名の参加者が事前に配布され

た課題文（池辺晋一郎の随筆）の英訳を提出、訳の適

切さに関し Greg Getzan 講師からアドバイスを受けま

した。「文法的に間違ってないが、そういう表現はあま

りしないですね！」とのコメントに自分がネイティブ

でないことを再認識です。

■通訳トレーニングクラス■

　2013 年 1 月 27 日には同じく通訳トレーニングがあ

りました。読み上げたりビデオで聞いた英語及び日本

語をその場で通訳、Rhys Moses 講師が評価訂正する形

式です。今回使用した教材は TED（様々な分野の人々

が行うプレゼンテーション。インターネットで公開）

でのスピーチですが少しレベルが高かったかもしれま

せん。但し、その前に謎々や他の CD を聞き耳慣らし

も行いました。日本語から英語への通訳は我孫子を題

材に身近なテーマを取り上げました。8 名参加です。

　　I would like to give everyone at AIRA a warm 
and friendly ‘Hello’ and take the time to introduce 
myself. I am Brendon Brumitt and I hail from 
the United States. I have been living in Japan for 
approximately 8 years. During this time, I have 
experienced a lot of things in and around Abiko, but 
I still feel as though there is so much more for me to 
learn. 
　　Before coming to Japan, I was a police officer 
in Arizona. It was a stress filled but rewarding 
job. I found the transition from law enforcement 
to teaching a bit difficult in the beginning because 
of the atmosphere under which communication is 
conducted. In general, the uniform of a police officer 
and the manner I came into contact with the public 
proved be a bit nerve racking for the average person. 
Whereas, in teaching, a comfortable and relaxed 
atmosphere is crucial for both the student and the 
instructor.  
　　As for my education, I received my Bachelor’s 
degree in English Literature with a Minor in 
Anthropology from Northern Arizona University. I 
would like to continue my education in the future, but 
I am currently trying to make a decision as to which 
field and where I wish to study. I guess it could be 
said that I am an eternal student (or I just don’t know 
what I want to be when I grow up). 
　　In my spare time, I study and read Japanese 
novels. I also try to spend as much time outdoors 
with my family as time and weather will allow. I am 
still getting used to the weather in Japan. If anyone 
has been to Arizona, they know that it is hot and dry 
almost the entire year, making the humidity and long 
cold season of Japan a bit of a shock. 
　　I am looking forward to meeting everyone face 
to face and getting to know you. If I don’t see you 
in an English class or a related activity, I hope to see 
you as a fellow learner in one of the other language 
classes (I am still trying to decide between them, they 
all look great). 
      
Brendon Brumitt

New Teacher
Brendon先生

【英会話上級クラス】

英会話上級クラスは Vincent Ko
先生に代わり本年度より Brendon 
Brumitt 先生が担当します。



-  7  -

　日　時：2013 年 2 月 19 日（火）15:15 ～ 15:45
　場　所：中央学院大学（CGU）6 号館　645 号教室
　修了者：10 名

　2012 年度日本語の教え方講座は 2012 年 6 月 26
日に開講しました。全講座 24 回で、中央学院大学の
ご厚意とご協力を得て同校の教室を使用し行われまし
た。今年度は 12 名でスタートしましたが修了したの
は 10 名でした。本年度の講座は聖徳大学の北村弘明
教授、日本語学校の滝澤先生および松戸市国際交流協
会（MIEA）の真鍋オブザーバーの方々により実行され
ました。
　2 月 19 日に最終講座がありその後修了式を持ちまし
た。AIRA 早坂会長から労をねぎらう挨拶があったあと
一人ひとりに修了証書が手渡されました。CGU 椎名学
長からは「我孫子市に住んでいる外国人が快適な生活
を過ごすためには民間ベースでの交流が大切です。本

講座で学ばれた知識を生かして下さい」との挨拶があ
りました。
　北村教授および先生方から次のような講評がありま
した。「受講者の皆さんは約 8 ケ月間よく勉学に励まれ
ました。日を追って進化している様子がよくわかりま
した。あえて一見ではなく一験は百聞に勝ると言いた
いです。日本に居住している外国人は大変なストレス
にさらされています。まず気配りの気持ちを持って接
してください。皆さんは外国人を教える立場ですが逆
に彼らから学ぶこともたくさんあることも覚えておい
てください。」
　修了生を代表して玉利氏が「本講座を受講して改め
て日本語の難しさを学び非常に良い体験をしました。
今後の人生に生かしたいと思います。北村教授の授業
は厳しい反面ユーモアにあふれて楽しかったです。落
語家も務まるのではないかと思います。」と挨拶。
　AIRA 研修部会長の別府氏から、修了者へのねぎらい
の挨拶、講師への
感謝そして本講座
のために教室提供
の便宜をはかって
く だ さ っ た CGU
に対するお礼の挨
拶がありました。
最後に皆で記念写
真を撮りました。 

2012 年度

「日本語の教え方講座」修了式

1 公益財団法人　山階鳥類研究所

2 株式会社　染谷観光旅行社

3 我孫子市商工会

4 株式会社千葉銀行　我孫子支店

5 日本電気株式会社　我孫子事業場

6 一般財団法人　電力中央研究所

7 中央学院大学

8 国際ソロプチミスト千葉ユーカリ

9 一般社団法人　ガールスカウト　

千葉県連盟第 45 団

10 我孫子市サッカー協会

11 中央学院高等学校

12 川村学園女子大学

13 財団法人　我孫子市医師会

14 医療法人社団創造会　平和台病院

15 我孫子市部長会

16 社団法人　我孫子青年会議所

17 有限会社　マエダ印刷

18 有限会社　石江商店

19 今井タクシー有限会社

20 社団法人　我孫子市歯科医師会

21 我孫子ライオンズクラブ

賛助会員のご紹介 2013.03.31 現在

AIRA を支えてくださっている法人・団体賛助会員の皆さま（ご入会順・敬称略）

22 我孫子ロータリークラブ

23 株式会社　富士商会

24 世界の人形館

25 中央学院大学学友会

26 福泰厨房　あびこ店

27 晃南土地　株式会社

28 アビコ西武観光　株式会社

29 株式会社　野田電機

30 かくみや工務店
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InformationInformation

★編集後記

　2011 年 3 月 11 日福島原発が東日本大地震に

襲われ放射能汚染を心配するため来日外国人特

に観光客が激減しました。筆者はたいてい毎月

1 回浅草に行っているのですが昨年より今年と

外国人観光客が徐々に増加しているのを身に感

じています。しかしよく見るとどうも欧米人が

多くなっているのに対し中国、韓国からの観光

客の増え方は鈍いようです。領海問題、靖国参

拝が影響を与えているようですが近隣諸国との

往来がもっと増えることを期待します。　門田

AIRA (Vol.58) staff   Editor : Y. Kadota, Y. Kaw
ashim

a, R. M
atsuyam

a, T. N
akam

ura    D
TP : T. Kilaw

a

我孫子市国際交流協会　Abiko International Relations Association
〒 270-1166　千葉県我孫子市我孫子 4-11-1 あびこ市民プラザ内　10 : 00 ～ 17 : 00（木曜定休）

Tel: 04-7183-1231  Fax:04-7183-2005 URL: http://www.e-aira.jp  E-mail: info@e-aira.jp

イベントスタッフ募集
AIRA の下記の事業についてスタッフを募集します。

　★スピーチ大会　　　　　開催日   9 月 29 日（日）

　★あびこ国際まつり　　　開催日 11 月 24 日（日）

　　（まつり実行委員として参画をお願いします）

各部会員募集
AIRA には５部会がありそれぞれ活動しています（2013

年度の事業は AIRA の HP をご参考にしてください）。

すべての部会で活動員を募集しています。新しいアイ

ディアの提供、また今年度の事業にスタッフとして参

加してみたいと思われる方は、希望部会を事務局まで

ご連絡下さい。主な活動は下記のとおりです。

総務部会

(1) 総会・理事会・役員会の運営並びに部会間の連絡
調整及び外部関係団体との連絡

(2) 総会終了後パーティ

広報部会

(1) 協会会報誌「AIRA」の発行
(2) イベントの取材・ホームページ更新
(3) 他市国際交流協会との情報交換

交流部会

(1) 国際交流パーティーの企画・実施
(2) 国際交流バスツアーの企画・実施
(3) バンブーダンスグループの派遣
(4) ホームステイの受け入れ調整

研修部会

(1) 外国語会話講座運営

(2) 「留学生が先生！」プログラムのサポート
(3) 異文化理解講座の企画・実施

ボランティア部会

(1) 日本語教室運営、研修会・学習会・教室外活動の実
施

(2) 翻訳・通訳サービス
(3) 外国人相談

Information

書損じハガキご協力のお礼
1 月～ 2 月 28 日までのキャンペーン期間中に、市内

の公共施設の回収箱及び事務局にご持参くださいまし

た書損じハガキは、1,996 枚になり、86,668 円分の切

手と交換でき、ユネスコの寺子屋活動にお送りいたし

ました。AIRA 事務局とインフォメーションセンター（ア

ビシルベ）には常時回収箱を設置しています。私たち

に出来る小さな活動を引き続きご協力をお願い致しま

す。

外国人相談委員登録のお願い
AIRA の外国人相談員（フランス語対応者）を募集致し

ます。

相談依頼があった場合は電話での対応になります。

AIRA 事務局員　募集
　業　務：経理業務
　　　　　（週２～３日勤務　１日２時間程度 )
　技　能：消費税を含む税務知識、ＰＣ会計
　条　件：時給別途相談　試用期間３ヶ月間

★応募・問合せ先
AIRA 事務局まで下記アドレスへメールにてお願い
します。電話でのお問合せはご遠慮ください。 


