Newsletter 2011. 03.15

第 38 号

香芝市国際交流市民の会

The International Exchange Society, “Global Kashiba”
あの留学生は今…④
今回は 1998 年～2000 年の間、ミャンマーから大阪教育大学に留学されていた ニンーチさんの近況を報告さ
せて頂きます。 現在カヤ市の教育長として働きながら、ミャンマーの若者たちに日本で勉強してもらいたいとの
思いで日本語を教えておられます。

私は 1998 年に大阪教育大学に留学生として来日しました。 それから 1 年半
初めて海外で暮らすことになって、とても心細かったです。
しかしその不安はあっと言う間に無くなりました。なぜなら日本は安全で住みや
すい国であるからです。
また日本のボランティアの支援によって、心細かった思いが暖かい気持ちにな
りました。 国に帰った今でも思い出すと、心が暖かくなります。
日本にいる間に日本語の勉強だけでなく、子供たちへの教育上の観点からの育
て方を教えてもらいました。
これは私にとって＊＊宝物より大切なもの＊＊になりました。 いつか我が国も
日本のようになりたいと考えています。
また、日本文化に関係がある所へ連れて下さったボランティアの先生方に本当
に感謝しています。 主に、有名な所（自然がいっぱいある奈良県、日本で一番
高い富士山、鎌倉の大仏など）へ遊びに行ったことは今でも思い出されます。
私は今カヤ市のカヤ教育長として働きながら、一方で日本語を教えています。 教育長として多忙な中日本語を
教えているのは、若者たちに日本に行って勉強をさせたいからです。 今までに大学への留学や専門学校や研
究生として何人もの若者を日本に送り出しています。 私にはもう日本へ行くチャンスはないと思いますが、私
の代わりに若者たちが行くことによって、彼らが日本でいい体験した思い出を話してくれます。 それがまた私に
とって嬉しいです。 私が日本について話すよりも、実際に彼らが体験することの方がずっといいと考えていま
す。
このような体験ができるのは、私の力だけではありません。 日本人ボランティアの先生方のおかげであると感
謝しています。
(ニンーチ)
◆

香芝市在住外国人数 19ヶ国 453 名

アメリカ: 4 イギリス: １
中国: 116

朝鮮: 9

インドネシア: 2

オーストラリア: 7

2011 年 3 月 1 日現在
カナダ: 1

韓国: 253

パキスタン: 8 パラグアイ: １ ブラジル: 10 フィリピン: 18
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シンガポール: 2

ベトナム: 4 ペルー: １

タイ: 12
ロシア: 2

タジキスタン: 1

◆第４４回国際理解セミナー◆
「シルクロードが結ぶペルシャと日本の架け橋」
1 月２９日（土） 国際理解セミナーはふたかみ文化センターにおいて開催され、イラン女性のプーリーアナビア
ンさんとダリア・アナビアンさんの親子によるサントゥール演奏と歴史レクチャーが行われました。約１００人の参
加者が熱心に受講されました。プーリーさんの奏でるサントゥール美しい調べに参加者達は魅了され、またダリ
アさんのペルシャの歴史を聴き、未知の世界の一端を知り目からうろこの落ちる思いを抱かれたようでした。参
加の皆様は口々に素晴らしかったと大好評でした。
当日の感想を市民参加の方から頂きましたのでご披露させて頂きます。

「グロ－バル香芝主催国際理解セミナーに出席して」
元白鳳台、現在大和群山市在住 福田昌子

この度グローバル香芝に所属している友人からの紹介でこのセミナーに参加しました。
イランの首都テヘラン生まれのダリア・アナビァンさんの流暢な日本語でイランの歴史や現在の国の情勢を講演
され改めて再認識することができました。
以前はペルシャと呼ばれていた国名も今はイランと呼ばれ、国土は日本の 4.5 倍、又世界一のキャビアの生産
地で砂漠が多く乾燥した大陸の気候、また民族は多民族で言語も多種（ペルシャ語、トルコ語、アラビア語その
他）。

資源は石油輸出国で世界第 4 位の産油量で豊富な鉱物資源がある。しかしながら国民のガス供給が停止に追
い込まれている状態で、もっと国民が平和で豊かな安定した生活がおくれることを期待していることを、講師とも
ども感じた次第です。
又、プーリー・アナビアさんのサントゥールによるペルシャの伝統的な楽器の演奏は素晴らしい音色で、美しい
ペルシャの湖やカスピ海を想像させられ感動いたしました。
このような素敵な機会を与えてくださった会の皆様に感謝します。

◆秋季ホームビジット◆
１１月２７日（土） 総合福祉センターにて、恒例の秋季ホームビジットが行なわれました。
大阪教育大学、白鳳短期大学の留学生計２１名と、市内の一般家庭２１組を招き、早速マッチング。 簡単な歓
談の後、ホストファミリーと留学生が互いを会場の皆に紹介する「他己紹介」、紙飛行機を折って飛ばして飛行
距離を競う遊びなどを通し、初対面の緊張も徐々にほぐれていきました。晴天に恵まれたこの日、簡単な昼食を
共にした後、留学生の加わった新しい家族は、観光や家庭での夕食など
を共にし、楽しい午後のひと時を過ごされたことでしょう。
参加留学生の内訳は次の通りです。
韓国：６名、 中国：３名、 米国：２名、 台湾：３名、
タイ：３名、 タジキスタン：１名、 フランス：３名
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◆香芝ふれあいフェスタに参加して◆
１１月７日（日）に、香芝市役所周辺で開催された『第１５回香芝ふれあいフェスタ２０１０』に参加しました。
今年のふれあいフェスタは、平城遷都１３００年記念事業協会の後援もあって、出展数も参加者も大変多かっ
たように思います。
グローバル香芝も、今回が記念すべき１０回目の参加となりました。テーマは『人の輪・世界の和』と言う事で、
地域の将来を担う子供達とのふれあい・体験を増やす事にし、出展内容は、英語ゲーム・バンブーダンス・フェ
イスペイント・民族衣装を着て写真を撮ろうでした。
参加した外国人は、中国・台湾・韓国・マレーシア・ミャンマー・アメリカ出
身の留学生やＡＬＴです。留学生達は大阪教育大学及び白鳳女子短大で、
日本語を勉強中ということでした。我々の出展ブースを訪れた子供達が、留
学生と一緒になって英語ゲームやバンブーダンスで遊ぶ光景を見ていると、
将来、子供達がグローバル人材として、世界に羽
ばたく人間になって欲しいと思いました。一方、フ
ェイスペイント・民族衣装を着て写真を撮ろうのコ
ーナーは、小さな女の子達にも人気があり、担当の女性会員は大変忙しかったよう
です。
留学生も、会場内のフリーマーケットや模擬店での買い物を楽しんでいたようで、
彼らにとっても、ふれあいの一日、楽しい一日になったと思います。
出展者を見て、ボランティア団体・ＮＰＯ法人をもっと増やせれば良いと思います。
(木村)

◆日本文化を楽しむ集い◆
２月１２日（土）毎年恒例の『日本文化を楽しむ集い』が、香芝市ふたかみ文化センターで開催されました。
留学生３３名＜大阪教育大２０名(女性１５名 男性５名）、白鳳女子短大１３名＞、特別参加の２名を、ボラン
ティアの先生方３３名、グローバル香芝の実行委員２３名で迎え、日本文化を楽しみました。
留学生は朝一番に、女性は振り袖、男性は羽織・袴を着付けていただきました。皆さんは本当に良く似合い、
華やかで、見ている私達も嬉しくなってきました。また、お抹茶とお茶菓子をいただき、お琴を教えてもらって、和
装の綺麗な写真を沢山撮りあい、皆で記念写真も撮っていただきました。
楽しい昼食の後は、俳句の時間です。四季の会の先生から句作の講義の後、短冊への挑戦です。
それぞれ故郷の山河や家族への想い等をグローバル
香芝の会員に助言を求めながら、指を折り、作品の十七
文字に込めていきます。
特選

冬の雪 心を洗う 身も洗う

（中国）

入選

黄梅や 寒さにつられ 香り増し

（中国）

心から がんばれと言う 梅の花 （韓国）
着物、お琴、お茶、俳句と日本文化の一端に触れ、留
学生の皆さんも有意義な、楽しい一日が過ごせたことと
思います。ひと時の思い出と会員の心づくしのプレゼント
を手に、帰るそのにこやかな笑顔に、今日の集いは、初参加の私も、毎年開催することは良いなと思います。ボ
ランティアの先生方にも感謝申し上げます。 (百済)
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メンバーひとりごと

－３８－

「神野さんは現在日本語部長として活躍中です。色々なイベントも綿密で豊富なアイディアで難なくこなされる
会の重鎮です。また、温厚な人柄は留学生は勿論、会員からも慕われています。」

ごえん

神野俊幸

「ご縁」が有ってグローバル香芝に参加、毎年の春と秋に多くの出会いを授かるのも
ご縁と感謝しています。
ある時、留学生の誕生年の刻印の五円硬貨をプレゼント？したところ大変喜ばれ、
それからは留学生の笑顔見たさに出会いのあった留学生に「ご縁」を記念して学生
の誕生年「五円」硬貨をプレゼントしています。
そのためにお釣りで貰った五円硬貨は使わずに貯めていますが、交換留学生は昭
和の終わりから平成１～２年生れですが、研究留学生は生れ年の巾がひろく、なか
なか手に入らない年のものもあります。
多くの人々の手を経てすっかり変色した五円硬貨を、塩を加えた酢に浸け、さらに磨いてやると見違えるような
黄金色の輝きを取り戻しますが、そのプロセスも楽しいものです。
現行の五円硬貨は戦後の急激なインフレのため、昭和２４年から穴あきで発行されたとか、和数字のみの表記
や日本の産業を表したデザインなど、インターネット上でも五円硬貨を巡る話題は豊富で、「五円」を「ご縁」に留
学生たちが日本をよりよく知って貰えればと、「ごえん」を楽しんでいます。
❉次回は、濱野順子さんです
◆◆ “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 4/19（火）, 5/18(水), 6/21(火), 7/20（水）
◆ 申 し込 み・問 い合 わせ先
香 芝 市 市 民 協 働 課 ： 坪 内 、甲 本 （Tel：0745-76‐2001 内 線 173，Fax ：0745-78‐3830）
グローバル香 芝 ： 菊 池 宣 夫 （Tel 0745-78-0291）または近 藤 正 彦 （Tel 0745-76-5313）
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＞
・iPhone を使っていると世界の色んな国と繋がれます。地球

・娘がアメリカの小学生と文通する事になりました！楽しみ！

の裏側の国のラジオも綺麗な音で聞けるので、日本では東

・観梅の季節です。大阪城公園や月ヶ瀬、北野天満宮、南部

京のラジオも聞こえないのが不思議になります。（N F）

梅林などに、是非行ってみたい。（ＫＫ）

・４５年程前に、大阪外大が上本町８丁目にあった頃、

・「先日運転歴 48 年で初の車同志での交通事故を体験し

留学生のサポートボランティアをしていました。懐かしー

ました。相手の TEL が当方の局番 78 と１字違いの 75 で

い！！（S K）

他は同じ番号！楽しい出逢いなら「ご縁がありますね♪」

・若田さん国際宇宙ステーションの船長に！日本人初の快

ですが、事故での「出会いがしら」では奇縁かな?(笑~o~)

挙。２０１３年のその日が待ち遠しい！」 （ＡＨ）

（ＹＴ）

（ＪＳ）

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 市民協働課内
Tel ：0745-76-2001（内線 173） Fax： 0745-78-3830
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