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“ひとりひとりができることを できる時に” 

                                                                        稲田 智美 

昨年の春にグローバル香芝への入会させていただいたことは、私にとって大きなチャレンジでした。フル 

タイムで働いていることもあり、活動できる時間が少なく、務まるのかどうか不安でしたが、広報かしばの 

翻訳チームのみなさん、グローバル香芝のみなさんの厚い支援の中で、春、夏、秋、冬と季節ひと回り、 

楽しく続けることができました。 

 

毎月発行される『広報 かしば』を英語へ翻訳させていただいていますが、英語圏に長期留学していたということや、帰国子女 

であったということは全くありません。グローバル香芝で翻訳の活動に携わらせていただき、英語を書いたり、読んだりする事が 

私のライフワークの一部になりつつあります。たくさんの英語に触れることが私にとっての学びになっています。 

昨年はこの学びを生かして、英検準一級も取得しました。 

 

私も生まれ育ちは長野県、京都、それから奈良と転々としてきました。新しい土地で生きることは、わくわくすることであり、少し 

不安もあることです。広報かしばの翻訳版を読んでくださる皆さんが少しでも暮らしやすいようになればと願っています。 

 

コロナ禍の中でもグローバル香芝の活動は歩みを止めず進んでいます。 

“ひとりひとりができることを できる時に”というグローバル香芝のモットーのように、私にも、自分のできる範囲の中でできる事 

があるのではないかと思います。もし、チャレンジしてみたいという方がいらっしゃれば、一緒に活動できると嬉しいです。 

ぜひグローバル香芝に入会してみませんか。 

  

                                     （稲田さんは令和３年４月入会の方です）                                        

                                                                                                        

                        

◆◆ “グローバル香芝” 入会のご案内 ◆◆ 

 

      香芝市の国際交流に参加できる個人や団体で国際交流に興味をお持ちの方、私達と一緒に活動しませんか。 

     語学力や国籍に関係なく、どなたでも入会することができます。 

     

     <会  費>  個人会員  年間   3,000 円 ／ 賛助会員 （団体）  年間  10,000 円  

       <月例会>  日 時：毎月第三水曜日(4/20、5/18、6/15、7/20、8/17、9/21)   10:00～12:00   

場 所：香芝市中央公民館 

◆ 申し込み・問 い合 わせ先   

・香芝市役所  市民 協働 課：（ ☎：0745-44-3314, Fax： 0745-78-3830）  

・グローバル香芝：則松 武夫（☎：0745-77-0968）または小椋 宏子（☎：0745-78-3398） 

 e-mail :   nijosan3231@global-kashiba.matrix.jp  までお気 軽にどうぞ！ 

◆ ホームページアドレス    http://global-kashiba.matrix.jp 
  

編集発行 ： グローバル香芝 広報部 
連 絡 先 ： 〒639-0292 香芝市本町 1397 香芝市役所 市民協働課 

電   話 ：  0745-44-3314  Fax：0745-78-3830 
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あの留学生は今㉞…  ベトナム  タン キュウ ミーさん  

       

       

                    皆さんこんにちは！今日も元気に過ごせていますか。私は、2013 年 10 月から 2014 年 9 月まで、大阪教 

育大学で日本語・日本文化研究生として勉強していた、ミーと申します。ベトナムからきました。 

当時、大学にはベトナム人があまりいなくて、ほとんど外国の友達できて、留学生活を過ごしていました。 

初来日した自分にとって、日本の文化・生活など、新しい事・分からない事が多すぎてカルチャショックを受 

けていました。しかし、グローバル香芝の皆さんと出会えて、たくさんの会話を交わして、日本語・日本文化 

についてより深く理解でき、実際に体験できて、とてもよかったと思いました。グローバル香芝の皆さんにい 

ろいろお世話になり、心の中で感謝の気持ちでいっぱいです。今でも、その気持ちは変わりません。 

私は留学が終わり帰国して、大学の卒業証明書を待っている間に、地元で日本語教師をしていました。私にとって、大学で習っ 

た事、日本で体験できた事、日本の皆さんから教えていただいた事などがとても貴重な知識と思い、できれば多くの人達に伝え 

ていきたいと思いました。私が教えた学生の中で、私と同じように日本に興味を持っていて日本へ留学したいと言う理由で日本 

語を勉強する子どもたちがほとんどでした。先生の仕事を通じて、日本語だけでなく 

日本の魅力も学生たちに伝えられたので、とてもやりがいのある仕事でした。 

大学卒業後、地元を離れてホーチミン市というベトナムで最も大きな町に引っ越して 

日系企業で仕事をすると決定しました。先生の仕事も楽しかったけど、若いうちにい 

ろんな事にチャレンジして自分に一番合うことを探そうと思っていたので、その決断 

をしました。仕事の内容は今発展しているインターネット広告で、日本側から依頼を 

いただいた広告設定・広告効果のレポーティングでした。 

その後、新しいチャレンジとして、同じ会社で人事・総務というポジションにつきま 

した。忙しい時もあるけど、毎日新しいことを勉強できて仕事が楽しいです。ベトナム人にとって、日系企業はルールが多くて厳し 

いと思われがちだが、日本留学の経験があったので問題ありませんでした。むしろ、日本語・日本文化が大好きなので自分にと 

って日系企業が一番合うかと思っています。振り返ると、日本から戻ってきて８年経ちました。時間は誰も待ってくれませんね。 

でも、日本で出会った人たち、一緒に多くの思い出を作ってくれた外国の友達・お世話になっていたグローバル香芝のお母さん 

とも、まだ連絡をとっています。時間が経つにつれ、物事が多く変わってきてると思いましたが、今までの気持ちはそのままです。 

日本にはまた戻りたいと思います。また、いつか、どこかでお会いしましょう！                  タン キュウ ミー 
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香芝市在住外国人数： ３２ヶ国 ５８４名                                    ２０２２年１月３１日現在 

アメリカ：１１、アルゼンチン：１、イギリス：５、インド：２、インドネシア：８、オーストラリア：１、オランダ：１、カナダ：３、 

韓国：２１０、コスタリカ：１、シンガポール：１、スイス：１、スウェーデン：１、スリランカ：１、タイ：８、台湾：１５、中国：８８、

朝鮮：５、トルコ：２、ネパール：１９、パキスタン：１１、ブラジル：１５、フィリピン：３６、フィンランド：１、フランス：２、 

ブルガリア：６、ベトナム：１１０、ペルー：２、南アフリカ：１、ミャンマー：１３、ルーマニア：２、ロシア：１ 

 



 

 

 ケニヤのスラムから 

～命のメッセージ～ 講演会（講師：早川 千晶氏）                                小椋宏子 

                   令和 3 年 11 月 1 日（日）総合体育館研修室において今回の講演が実現しました。以前早川さんの 

お話を聞いて感動を受けた方が中心になり実行委員会を作り、グローバル香芝と共催する形で開 

催することになりました。コロナの感染拡大の中でしたが 40 名を超える参加で香芝市中央体育 

館会議室に集いました。アフリカケニヤの様子は TV で知ることはあっても深く知る機会はあまり 

ありません。今回、早川さんを通してアフリカが急速に発展している一方でスラムで暴力や貧困に 

立ち向かっている若い世代や子ども達の実情を知るきっかけを得ることができた事は大変意義深い 

と感じました。 

 

早川千晶さんは、大学生の時に世界放浪の旅に出発。 

世界各国を回りそのままケニヤに定住。 

ナイロビ最大の貧困地区「キベラスラム」で困窮児童の為の 

学校「マゴソスクール」、モンバサ近郊のミリティー二村で 

「ジュンパ・ラ・ワトト」（子どもの家）、高校生・大学生の為の 

奨学金グループ「マゴソ OBOG クラブ」障害児の特別学級、 

スラムの貧困者の裁縫作業所、生活改善プログ 

ラム、スラムの若者たちのエンパワーメント「マゴソ・ユース・ 

センター」などを運営。その他マサイ民族・ドゥルマ民族の村 

でホームステイ＆伝統文化体験エコツアーなど様々な活動を 

繰り広げられている。日本には年 2 回講演のツアーを組み 

精力的にケニヤの実情を訴えられています。 

講演ではまだまだ一部しか語っておられないので、できれば 

継続してこういう機会を得ることができればと思います。 

 

 

感想の一部を紹介させていただきます。 

  ・純粋で朗らかなケニヤの子供たちに心打たれました。なんて豊かなんだろう、 

貧困なのに豊かに感じます。本当に大切なものをちゃんと持っている。 

わたしたちが忘れてしまっているものがある。今一度立ち返り視野を広げて 

みようと思いました。 

・困難な中で顔を上げて前を向いている力強さをお話の中からも感じられました 

ありがとうございました。命の力、日ごろいしきすることなかったなあと思いました。 

反省。 

・子どもたちの笑顔素晴らしかったです。マゴソの子どもたちがこの世界に希望を 

もって未来に生きてゆきますように。早川さんのパワーに力をいただきました。 

ありがとうございました。 

・いろいろ考えることいっぱいでした。これから（今から）小さなことに怒らず、心配し 

すぎず、大丈夫と思おう。見落としたり意識していないことに感謝して生きていること  

仕事にがんばれることに励んでがんばろうと思いました。より、思いあえる 助け合 

える 自分でいられるようになる！！今日決めました。ありがとうございます。 
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＜前ページよりの続き＞ 

・ ケニヤのこともにほんのことも 世界のつながりの中で考えないといけないのだなと思いました。「ケニヤの人はかわいそう」で 

はなくて、先進国と言われる日本の私たちがケニアの人に救われることがあるのも最後のビデオを見て改めて思いました。 

      

・ 貴重な話を聞けました。学校・教育の本来の姿を見出しました。スラムは戦後の日本の様に思いました。考えもできない世界 

でした。その中で頑張られているひとがいる事を知れて良かったです。 

     

・ 命の尊さ、力強さをひしひしと感じました。過酷な環境で力強く生きる人たちにエネルギーを感じました。すぐ隣に生きる人たち 

と共に生きる一人として支えあえる存在になりたいと思いました。ケニヤを訪れたことはありますがそこに生きる人たちと共に 

喜びも痛みも分かち合って来られた早川さんが見て来られたお話をうかがうことで知っているようで知らなかった暮らしを知る 

ことができました。ありがとうございました。 

     

【新入会員紹介】 

長期にわたりコロナ禍が続き会員が一堂に会する機会もなく時が過ぎてしまい、会員の皆様にこの間に新規ご入会の方々を 

ご紹介する機会もございませんでしたので、今回下記の三方と 4P「ひとりごと」の稲田智美さんを紹介させていただきます。 

 

◇苗頴 さん（２０２０．４ご入会） 

  私は香芝市に住む中国人のミャオ・イン（ビョウ・エイ）です。 

             この度、グローバル香芝に入会することができ、皆様にお会いできることを大変感謝しております。 

             日本に初めて来てから、３０年になります。以前、上海の日系貿易事務所に勤めていました。５年前退職 

             してから夫と一緒に暮らす為、日本に戻ってきました。まだ、言葉の壁があるため、日本文化との接点を 

             増やすために入会を申し込みました。 

             今後ともよろしくお願い致します。 

 

◇小角亜希子 さん（２０２１．１２ ご入会） 

もともと国際交流に興味があり、お互いの歴史、文化、習慣を知ることが面白いと思い、大学生の時に日本語教員養成課程 

             を履修しました。これを地元で活かせればと思い、調べたところ、日本語クラブがあることを知り、入会させ 

             ていただきました。すでに、何度かオンラインで留学生たちと交流させていただきましたが、日本語がとて 

             も上手で日本のことにすごく詳しく驚いています。日本文化については日本人の私が知らないことが多く、 

             日々勉強の毎日です。養成課程を修了したといっても１０年も前なのでお役に立てるかわからないですが 

                      少しでも留学生の助けになれば幸いです。 

 

 

◇南谷康子 さん（２０２１．４ご入会） 

 広報のお知らせ版英語翻訳を担当している南谷康子です。 

            留学生や海外の方の姿を町で見かける度に、２０代の頃に何度か海外を訪れた時のことを思い出します。 

             旅先で現地の方々に親切にしていただいたことは、〇十年経った今でも忘れられない良い思い出です。 

             今度は逆の立場で、何か私にもできることはないかなぁ、と思うようになり、グローバル香芝に入会させて 

                      頂きました。長年関わって来られた会員さん達とは、コロナ禍で直接お会い出来ていないのが残念ですが 

          zoom 会議や電話、メールでのやり取りの中で、皆さんが熱意を持ってイキイキと活動されている様子が感 

             じられて大いに刺激を受けています。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
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【ナイロビ郊外のマゴソスクール】 
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◇南谷康子 さん（２０２１．４ご入会） 

 広報のお知らせ版英語翻訳を担当している南谷康子です。 

            留学生や海外の方の姿を町で見かける度に、２０代の頃に何度か海外を訪れた時のことを思い出します。 

             旅先で現地の方々に親切にしていただいたことは、〇十年経った今でも忘れられない良い思い出です。 

             今度は逆の立場で、何か私にもできることはないかなぁ、と思うようになり、グローバル香芝に入会させて 

                      頂きました。長年関わって来られた会員さん達とは、コロナ禍で直接お会い出来ていないのが残念ですが 

          zoom 会議や電話、メールでのやり取りの中で、皆さんが熱意を持ってイキイキと活動されている様子が感 

             じられて大いに刺激を受けています。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
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【ナイロビ郊外のマゴソスクール】 



ーメンバーひとりごと ７１－ 

   

“ひとりひとりができることを できる時に” 

                                                                        稲田 智美 

昨年の春にグローバル香芝への入会させていただいたことは、私にとって大きなチャレンジでした。フル 

タイムで働いていることもあり、活動できる時間が少なく、務まるのかどうか不安でしたが、広報かしばの 

翻訳チームのみなさん、グローバル香芝のみなさんの厚い支援の中で、春、夏、秋、冬と季節ひと回り、 

楽しく続けることができました。 

 

毎月発行される『広報 かしば』を英語へ翻訳させていただいていますが、英語圏に長期留学していたということや、帰国子女 

であったということは全くありません。グローバル香芝で翻訳の活動に携わらせていただき、英語を書いたり、読んだりする事が 

私のライフワークの一部になりつつあります。たくさんの英語に触れることが私にとっての学びになっています。 

昨年はこの学びを生かして、英検準一級も取得しました。 

 

私も生まれ育ちは長野県、京都、それから奈良と転々としてきました。新しい土地で生きることは、わくわくすることであり、少し 

不安もあることです。広報かしばの翻訳版を読んでくださる皆さんが少しでも暮らしやすいようになればと願っています。 

 

コロナ禍の中でもグローバル香芝の活動は歩みを止めず進んでいます。 

“ひとりひとりができることを できる時に”というグローバル香芝のモットーのように、私にも、自分のできる範囲の中でできる事 

があるのではないかと思います。もし、チャレンジしてみたいという方がいらっしゃれば、一緒に活動できると嬉しいです。 

ぜひグローバル香芝に入会してみませんか。 

  

                                     （稲田さんは令和３年４月入会の方です）                                        

                                                                                                        

                        

◆◆ “グローバル香芝” 入会のご案内 ◆◆ 

 

      香芝市の国際交流に参加できる個人や団体で国際交流に興味をお持ちの方、私達と一緒に活動しませんか。 

     語学力や国籍に関係なく、どなたでも入会することができます。 

     

     <会  費>  個人会員  年間   3,000 円 ／ 賛助会員 （団体）  年間  10,000 円  

       <月例会>  日 時：毎月第三水曜日(4/20、5/18、6/15、7/20、8/17、9/21)   10:00～12:00   

場 所：香芝市中央公民館 

◆ 申し込み・問 い合 わせ先   

・香芝市役所  市民 協働 課：（ ☎：0745-44-3314, Fax： 0745-78-3830）  

・グローバル香芝：則松 武夫（☎：0745-77-0968）または小椋 宏子（☎：0745-78-3398） 

 e-mail :   nijosan3231@global-kashiba.matrix.jp  までお気 軽にどうぞ！ 

◆ ホームページアドレス    http://global-kashiba.matrix.jp 
  

編集発行 ： グローバル香芝 広報部 
連 絡 先 ： 〒639-0292 香芝市本町 1397 香芝市役所 市民協働課 

電   話 ：  0745-44-3314  Fax：0745-78-3830 
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あの留学生は今㉞…  ベトナム  タン キュウ ミーさん  

       

       

                    皆さんこんにちは！今日も元気に過ごせていますか。私は、2013 年 10 月から 2014 年 9 月まで、大阪教 

育大学で日本語・日本文化研究生として勉強していた、ミーと申します。ベトナムからきました。 

当時、大学にはベトナム人があまりいなくて、ほとんど外国の友達できて、留学生活を過ごしていました。 

初来日した自分にとって、日本の文化・生活など、新しい事・分からない事が多すぎてカルチャショックを受 

けていました。しかし、グローバル香芝の皆さんと出会えて、たくさんの会話を交わして、日本語・日本文化 

についてより深く理解でき、実際に体験できて、とてもよかったと思いました。グローバル香芝の皆さんにい 

ろいろお世話になり、心の中で感謝の気持ちでいっぱいです。今でも、その気持ちは変わりません。 

私は留学が終わり帰国して、大学の卒業証明書を待っている間に、地元で日本語教師をしていました。私にとって、大学で習っ 

た事、日本で体験できた事、日本の皆さんから教えていただいた事などがとても貴重な知識と思い、できれば多くの人達に伝え 

ていきたいと思いました。私が教えた学生の中で、私と同じように日本に興味を持っていて日本へ留学したいと言う理由で日本 

語を勉強する子どもたちがほとんどでした。先生の仕事を通じて、日本語だけでなく 

日本の魅力も学生たちに伝えられたので、とてもやりがいのある仕事でした。 

大学卒業後、地元を離れてホーチミン市というベトナムで最も大きな町に引っ越して 

日系企業で仕事をすると決定しました。先生の仕事も楽しかったけど、若いうちにい 

ろんな事にチャレンジして自分に一番合うことを探そうと思っていたので、その決断 

をしました。仕事の内容は今発展しているインターネット広告で、日本側から依頼を 

いただいた広告設定・広告効果のレポーティングでした。 

その後、新しいチャレンジとして、同じ会社で人事・総務というポジションにつきま 

した。忙しい時もあるけど、毎日新しいことを勉強できて仕事が楽しいです。ベトナム人にとって、日系企業はルールが多くて厳し 

いと思われがちだが、日本留学の経験があったので問題ありませんでした。むしろ、日本語・日本文化が大好きなので自分にと 

って日系企業が一番合うかと思っています。振り返ると、日本から戻ってきて８年経ちました。時間は誰も待ってくれませんね。 

でも、日本で出会った人たち、一緒に多くの思い出を作ってくれた外国の友達・お世話になっていたグローバル香芝のお母さん 

とも、まだ連絡をとっています。時間が経つにつれ、物事が多く変わってきてると思いましたが、今までの気持ちはそのままです。 

日本にはまた戻りたいと思います。また、いつか、どこかでお会いしましょう！                  タン キュウ ミー 
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香芝市在住外国人数： ３２ヶ国 ５８４名                                    ２０２２年１月３１日現在 

アメリカ：１１、アルゼンチン：１、イギリス：５、インド：２、インドネシア：８、オーストラリア：１、オランダ：１、カナダ：３、 

韓国：２１０、コスタリカ：１、シンガポール：１、スイス：１、スウェーデン：１、スリランカ：１、タイ：８、台湾：１５、中国：８８、

朝鮮：５、トルコ：２、ネパール：１９、パキスタン：１１、ブラジル：１５、フィリピン：３６、フィンランド：１、フランス：２、 

ブルガリア：６、ベトナム：１１０、ペルー：２、南アフリカ：１、ミャンマー：１３、ルーマニア：２、ロシア：１ 

 


