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国際料理教室 （タイ料理編）
２月２３日午前１０時より中央公民館調理室において国際料理教室（タイ料理編）を開催しました。
講師はグローバル香芝の会員でもあるハナ・パナティ・向井さん。メニューはゲーン・キョワーン・ガイ
リーンカレー）、ヤムウンセン（春雨サラダ）、パッタイ（タイ風焼きそば）、カオネオピアマン・トゥアダン

（グ
（デザ

ート）。タイへは旅行で行ったことがある人も多く、タイ料理にはとても人気があります。今回も参加者を 募集し
たところ当日９時受付開始から申し込みが殺到し、すぐに定員に達しました。皆さんの期待の大きさに 驚きで
す。ハナさんが日本人向けに抑えた辛さ（現地の１割程度の辛さ）でレシピを作ってくださったので、食べ易く多く
の参加者から美味しい、家でも作ってみたいという感想がありました。
また男性の参加者で奥様をタイに連れて行けないので、持って帰ると言われたことに、同じテーブルのみん
なが優しさに感動！食後ハナさんから、８月に始めて日本に来た時とっても暑く感じたこと、冬は経験のない
寒さで困ったこと、また日本語がまだ良く分からない時、友人に｢うなぎを食べる」と言うのを｢うさぎを食べる｣と
間違えて言ってしまい、友人を驚かせたこと、幼少の時からタイでは日本のように別に離乳食を作ることなく、
大人と同じ辛い料理を食べているなど興味ある話を聞きました。

（河合）












◆

香芝市在住外国人数 ２５ヶ国 ４７６名 （２５４世帯）

韓国・朝鮮/２７５
パキスタン/５
オーストリア／１

中国/１０８
インドネシア/４
ポーランド/１

ブラジル/１３
ロシア/４

タイ/１３
カナダ/２

ルーマニア/1

２００９年３月２日現在

◆

米国/１２ フィリピン/１１
ペルー/１

キルギス/２

−１−

パラグアイ/１

カンボジア/１

オーストラリア/８

ベトナム/８

シンガポール/１

モンゴル/１

グルジア/１

英国/１

ドイツ/１

第４０回 国際理解セミナー「私の母国 アフガニスタン」
講師 カーリリ・モハマド・アラシ氏
２００９年３月１日 午前１０時―１２時
ふたかみ文化センター 第２・３会議室
第４０回目の開催となる今回の国際理解セミナーは、大阪教育大学大学院に学ぶ
アラシ氏をお迎えしました。
アラシ氏は難関の留学生選抜試験に合格されて、日本国政府の国費留学生として３年
前に来日。抜群の語学の才能でわずか３年間で難解な日本語をほぼ完璧に習得され
ています。約５０名の聴衆を前にまず最初に、アフガニスタンの地理、歴史、宗教、言語、風土、産業、環境等
についてスライドを使っての紹介がありました。
厳しい環境ながら日本の２倍の国土に２，９００万人の人達が暮らす、日本人にとってはほとんど未知の国
アフガニスタンの現状の一端がわかりました。私たち日本人がアフガニスタ
ンに持っているイメージは新聞、テレビなどから発信される断片的な報道に
よってテロ、戦争の国のイメージが強いものです。質疑応答時間にはどうし
てもこのことについての質問が集中しました。アラシ氏は確かに南部地域で
はまだ紛争がつづいている所もあるが、大部分の国土は平穏であり安全で
あることを強調されていました。
多民族国家で過去に英国、ソ連、アメリカなどの大国の利害によって翻弄
された歴史があり難しい政治的課題が残っています。特にアラシ氏が強調さ
れていたのは教育の充実です。アフガニスタンでは教育を受けたくても受け
る環境がまだ十分整備されていない。ほとんどの紛争も、教育さえ受けていれば避けられる無知からくるもの
であると、教育者としての主張をされていました。
アラシ氏はあと１年間日本で勉強されて、母国アフガニスタンに帰国されます。帰国後はアフガニスタンの教
育界で若き重鎮となられるでしょう。アフガニスタンの平和と繁栄、教育の充実のためにアラシ氏の母国でのご
活躍をお祈りしましょう。

（近藤）

熱心に聞き入る参加者

盛んに質疑応答が行われました

−２−

日本文化を楽しむ集い
２００９年２月７日（土）午前１０時から午後２時半まで、ふたかみ文
化センターにて恒例のグローバル香芝「日本文化を楽しむ集い」を
開催しました。大阪教育大学留学生（女性１４名・男性５名）、白鳳
女子短期大学留学生(１２名)を迎え、総数９５名の参加でした。
きくふねこと

着付の大阪きもの着付学院、お茶の浜田社中、お琴は菊冨音箏
いちもん

一門 、俳句 四季の会、総数４１名のボランティア講師の先生方の
心強い協力を得ました。講師の先生方と２３名のグローバル香芝会
員の実行委員が一致団結協力する様は、草の根国際交流の真髄を
見る思いです。にこやかに談笑しながらもテキパキと着付けて下さる
講師と写真を撮り、女性たちは華やかに男性たちは凛々しく変身し
はれ

け

ます。 お茶席や琴演奏がされている舞台は「霽 」、しかし 必ず「褻」
があります。 お茶席の中を流れる時間はゆったりと流れていますが、
水屋で裏方の手伝いをされるお茶の先生がたや、グローバル香芝
の会員は、本当に気忙しく用事をしています。
午後の俳句部門もしかり。 詠まれた句を書き下ろしコピーしたりと大変な作業です。僅か２０分の「俳句の
作り方」の講義を聞き、その後３０分〜４０分で詠んだ句が、７０年余りも日本語を使って生きてきた人間より
上手なのはなぜでしょうかとある会員を泣かせてしまった句が以下のものです。
留 学 生

会員の句

特選句

日本語の 壁乗り越えて 春が来た （中国）

入選句

寒あやめ きもの見せたし くにのはは （ミャンマー）

入選句

春風や 母のぬくもり なつかしい （台湾）

特選句

煤払い 父の遺墨に 手が止まり

入選句

余生など 遠くおしやり 水ぬるむ

入選句

ビー玉の 大玉小玉 冬ぬくし

以上の句の作者へ、四季の会から源氏物語の「千年紀」に因んだ賞品が特製の鶴の折り紙を付けて授与さ
れました。 グローバル香芝の会員持寄りのプレゼントに、留学生たちは大笑いしたり喜んだり。 笑顔で帰る
留学生の様子に、私たちもイベントを成し遂げた充実感に満ちた幸せな気持ちにさせて頂きました。

−３−

（山下）

メンバーひとりごと

－２９－

「上田さんは、留学生の日本語支援やグローバル香芝の監事を担当しています。元高校の教員で、現在、「香芝
市学校支援地域本部・香芝北中学校区地域コーディネーター」として活動しています。

Shall we dance ?

ひろし

上田 昊

まもなく入会して３年、日本語しかしゃべれないし、あまりお役に立っていると
は思えないが、みなさんに仲良くしていただき、楽しく過ごさせてもらっている。
学生時代、社交ダンスのレッスン券を買った。２０枚綴りで金２０００円也。当時
の物価を考えると、それなりの金額である。しかし、恥ずかしさも手伝って、
使ったのは１枚だけ・・・。最近、ン十年ぶりにダンスに再会。毎週土曜日、２時
間あまり習っている。 なかなか理解できない。やっとわかっても体が思うよう
に動かない。 ムツカシイ！ と落ち込む。・・・でも、時には「上手にできたよ！」
と、ほめてもらうこともある。そんな時は元気を取り戻し、やる気も倍増。
思った以上に筋肉を使う。たくさん練習した日には、夜中に脚がつることもある
あるだけの脳みそをフルに使おうと努力する。
ダンスパーティは月１回。「ふれあい（パートナーチェンジ）」というのがあって、男女が別々に列を作り、次々と
ペアーになって、踊りながら会場を１周する。次の相手はどんな人？ と、反対側の列を、見てないふりをしなが
ら、目で数えてみる。これが結構楽しい。それになんと言っても、男女が手を取り合って、音楽に合わせて体を
動かし、時を過ごす。これは、老化防止と言うより若返りの良薬だ。
老若男女関係なく

Shall we dance ?
❉次回は 河合喜美子さんです

◆◆

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> 10:00〜12:00 ふたかみ文化センター ４/２１（火）, ５/２０(水), ６/1６(火), ７/1５（水）

◆ 申 し込 み・問 い合 わせ先
香 芝 市 企 画 政 策 課 内 事 務 局 ： 黒 越 、千 葉 （Tel 0745-76‐2001 内 線 323，Fax 0745-78‐3830）
グローバル香 芝 ： 近 藤 正 彦 （Tel 0745-76-5313）または菊 池 宣 夫 （Tel 0745-78-0291）
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 後 記
・ 日本語支援している留学生の日本語への取り組み姿
勢、学んだ日本語・漢字の知識の豊富さに感心している
この頃です。そんな中、麻生首相、中川前大臣の公式の
場での漢字の読み違えをテレビで見るにつけ日本人と
して情けない気がします。日本人頑張れ! (Ａ. Ｈ.)
・ もうすぐ４月。新年度です。むかしむかし、新しい教科書
を手にしたときの気持ちが思い出されます。
何十年も経った今、もう一度、新しい教科書を開く気持ち
を味わってみよう と思っています。（ＡＯ）

・ 今回初めて「お知らせ版」を 3 ヶ所担当させていただき
ました。初心者のために以前の例文を元に作れる項目
のみにご配慮戴いたお陰で、何とかお手伝い出来たか
なぁーと安堵しています♪（ＹＴ)
・ 真美ヶ丘東小学校と中国・山東師範大付属小学校の
交流が始まりました。出来ることから始められたらいい
と思います。子供たちの目は輝いていました。 (ＳＴ)
・ 体調を気遣ってくださる連絡があり、ほっとしました。
さぼっていたので、見捨てられたかと（＾＾； ぼちぼち
頑張ります。 (Ｋ２)
編集発行：グローバル香芝･広報部会
事務局:〒639-0292 香芝市本町 1397 香芝市役所企画政策課内
Tel 0745-76-2001（内線 323） Fax 0745-78-3830

−４−

