
新春所感

今年も「楽しく、仲良く、元気よく」

立川国際友好協会 会長  齋藤 実

２０１４年(平成２６年)の新春を迎え、皆様と喜びを共にした

いと思います。

昨年度は、ボランテアの皆様の熱意あるご指導の結果、日本語

検定受験希望者の合格や国際高校入学試験の合格者を生みだすこ

とが出来ました。

日常の地道な活動でも一人一役の各部に属

する年間行事計画により、節分、雛祭り、七

夕祭りと言った日本の伝統文化に対する理解

を体験学習などを通じて指導しながら、受講生

との交流を重ねる事が出来ました。更に立川防災館の体験学習や

市長との対話集会で外国人受講生に対する災害予防対策や安全で

安心な生活確保に貢献出来たものと思います。

更に TIFA 独自のバス旅行や実践女子大学日本語研究会との協

力で、初めて実施された研修旅行や春秋２回開催された南砂小学

校４年生と受講生との交流会も大変充実した行事として定着して

きており、喜ばしい限りです。

各教室毎に企画されたボランテアと受講生との交流行事や、秋

の世界ふれあい祭りへのバザーの参加で示された結束力、３教室

を網羅したイヤエンドパーテイも参加者が年々増え、昨年度は２

００名を超える大盛況となり、国際友好協会の名に恥じない、家

族で楽しめるパーテイとなりました。

以上、振り返ると日頃の日本語指導に加えて多彩な行事に、皆

さんが時間と労力を惜しみなく提供して下さいました事に心から

感謝申し上げます。

さて、今年度 TIFA の目指すものは、日本語指導に関わるボラ

ンテアとして常に心掛けて頂きたいことがあります。それは、人

間は言葉によって傷つき、言葉によって迷い、同時に言葉によっ

て目覚めると言う事です。

この言葉を心にとめながら、お互いの語感を高め合いたいもの

と願っております。必ず個々人の指導力の向上にもつながるもの

と信じています。

個人的には立川市を「真の意味の多文化共生都市」にする為、

有能な外国人の定住者を増やし、第２、第３の小泉八雲的人材を

育成したいと目論んでおります。 今年も「楽しく、仲良く、元

気よく」を合言葉に TIFA 活動を盛り上げて参りましょう。

外国の方々の心に笑顔の花を

立川市産業文化部長 新海 きよみ

新しい年を健やかにお迎えのことと思います。ＴＩＦＡ会員の

みなさまには、旧年中たいへんお世話になり、ありがとうござい

ました。

ＴＩＦＡでは日本語教室のほか、さまざまな

イベントを行い、日本に在住滞在されている

外国の方々との交流を深めていただいてお

ります。

昨年 12月に市長と外国人の方々とのタウンミ

ーティングがあり、わたくしも参加させていただきました。日常

生活のさまざまな場面で、外国からいらした市民の方が感じてい

らっしゃる不安や不満、またＴＩＦＡをはじめとする市民のみな

さまのボランタリーな取り組みに対する感謝などをあらためてお

聞きすることが出来、貴重な機会でした。

世界の色々な国の方々と交流し、友情を深め、信頼し合うこと

は、本当に素晴らしいことです。特に、これから成長し羽ばたい

ていく子どもたちには、ＴＩＦＡのみなさまが体現しているその

素晴らしさをぜひ身近なものとして実感し、後に続いてほしいと

願っています。また、こういった活動を長く継続されて来られた

こと、その地道な努力の尊さを痛感しております。

どうかこれからもみなさまが活き活きと楽しく活動を展開し、

ますます多くの外国の方々の心に笑顔の花を咲かせてくださいま

すよう、心より期待しております。

TIFATIFATIFATIFATIFATIFATIFA

次年度正副会長推薦選挙結果

各部長の新体制も決定

次年度正・副会長選挙の開票は１２/２１（イヤーエンドパーテ

ィー前）両副会長立ち会いのもとに行われました。推薦選挙の結

果は以下の通りで、１/１８の運営委員会で推薦数最多の３氏に３

役をお願いし、了解され続投が決定しました。

尚、選挙内容は以下の通りでした。

＊立候補者：なし。

＊投票率：７４．２％{投票会員数 49 人(内、白票 4 人）／柴崎

教室会員数 66 人｝。

＊得票数：（敬称略・あいうえお順、数値は得票数）       

【会長 票】齊藤 實（３４）、佐藤達夫（５）、橋本渓一（２）、
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小木曽夏樹、波多野進、山﨑員弘、山下良子（１）

【副会長 票】赤嶺令子（２４）、波多野進（１８）小木曽夏樹（４）、

柏田泰利、近藤 誠、長屋多美子、原島 貢（２）、牛島 芳、大

内マサ子、小林 保、齊藤 實、佐藤達夫、富田康予、中西久代、

橋本渓一、森 和子、山崎耕造、山下良子（１）。

また、各部の部長も運営委員会で次の通り決定しました。

会計（吉澤孝一、土曜）、企画渉外（近藤誠、木曜）、広報（小林

保、土曜）、日本語教室（小木曽夏樹、木曜）、（橋本渓一、土曜）、

事務局（柏田泰利、木曜）、会計監査（山﨑員弘、木曜）。

今後、昨年末に行った所属希望アンケートをもとに、両副会長に

より、各副部長、部員が決められますが、所属希望の部員数に偏

りがあり、適正化に向け調整が入りますので、ご理解・協力をお

願いします。（ＫＹ記）

TIFATIFATIFATIFATIFATIFATIFA

立川で暮らす外国人 その４

市内各団体の事業から外国人が利用しやすい事業の紹介

木曜教室 佐藤達夫

立川で暮らす外国人シリーズ最終回に市内の各団体の事業の中

から孤立化防止などに役だつ支えあいサロン事業を取り上げます。

この事業は社会福祉協議会内の市民活動センターが実施しており、

支えあいサロンの目的は、高齢者や外国人、子育て中の親などの

孤立化を防止するため、みんなで集まり交流する場であり、日頃

からの交流が、いざという時に支えあえる関係を作ります。また

だれでも参加できるオープンな場でもあります。

(支えあいサロンの作り方)

まず友達や近所の方を誘い仲間を集めます。仲間でどんなサロ

ンにしたいか話し合い、例えば、話し合い茶話会、お菓子づくり、

散歩の会、料理、英会話、健康体操、食事会など様々です。「サロ

ン名」「場所」「活動日」「会費」などを決め、会場は自宅の一室で

も学習館でも可能です。開催は、月１回で週１回でも大丈夫です。

人数は３名から登録できます。

（保険料や運営費用）

活動先に向かう時に、もし事故にあったらなど不慮の事故に対

しても、安心して活動するために、帰宅までに起きた事故を保険

で補償してくれます。保険代は社会福祉協議会が負担してくれま

す。また講師料、材料費、会場費に対して額は少ないが補助金が

出ます。

（設立状況）

支えあいサロンは、現在市内に多数設立されております。

ボランティアのみなさんも仲間でサロンを始めてはいかがですか。

また受講生にこのような支えあいサロン事業を紹介してください。

きっと仲間づくりや孤立化防止に役立つことと思います。

（より詳しくお聞きしたい場合は）

市民活動センター TEL 042-529-8323

E―mail：aiaivc@whi.m-net.ne.jp

最後になりますが、外国人が日本で暮らすうえで直面する言葉

の壁は、日本語教室などで、心の壁は、ここで紹介するサロンな

どで孤立化を防ぎ、制度の壁は行政に利用しやすい仕組みを求め

るなどいろいろきめ細かな対策が必要となるものと思います。

TIFATIFATIFATIFATIFATIFATIFA

内野貴之さん（土曜）のサイクリング

今回は、サイクリングで日本 1 週５３００ｋｍを３9 日かけてやっ

たという、TIFA では一番の若手、内野貴之さん(土曜)に登場いただ

きました。

――サイクリング歴は――

小学校高学年～中学のころは、長期休暇になると埼玉県行田市

の祖母の家まで片道 50km くらいちょくちょく行っていました。

泊まりがけの遠出は、大学の時に名古屋までママチャリで行った

のが始まりです。初挑戦で５日かかりました。

――自転車の種類は、またギアにも拘りがあるんでしょうね――

マウンテンバイクかロードバイクですね。積載量の関係から、

日本一周ではマウンテンバイクを使用し テント寝袋調理器具ア

ウトドアフルセット積んで、基本的に宿泊費は０円で済ませます。

マウンテンバイクは米国 Schwinn のモアブという車種。2000

年だか 2001 年モデルなので、10 年以上乗ってます。

ロードバイクはベルギーRidley 社のオリオンという車種。

2010 年モデルのカーボン製の軽量自転車です（フレームだけで

14,5 万、完成車で 30 万位だそうだ！！）。

――好きなサイクリングコースは？――

陣馬山の入口・和田峠に挑戦するのが好きです。

都内のヒルクライムの定番コースで、早い人は麓から峠までを

15 分で登るらしいのですが私は 25 分ほど。まだまだです。

――各地でのロードイベントなどへの参加は？あるとしたらど

んな大会に参加ですか？――

長距離や坂道を走るのは得意ですが、早いわけではないので積極

的にレースやロードのイベントに参加してるわけではありません。

昭和記念公園でのトライアスロンにはちょくちょく参加していま

す。レインボープールの始まる前後の 6 月と 9 月で、距離はスイ

ム 750m、バイク 20km、ラン 5km で、オリンピックなどの半

分です。いわゆるハーフトライアスロンなので、比較的気軽に参

加でき、立川トライアスロン協会からもお誘いを受けましたが、

毎週のように練習をするほど熱心ではないので、マイペースに一

人でやってます。

――日本一周をやられたとか！？――

2010 年 8 月 1 日に立川を出発、ルートは、立川→八戸―[フェ



リー]→苫小牧→稚内→函館―[フェリー]→青森―(日本海沿い)→

佐多岬→臼杵―[フェリー]→八幡浜→しまなみ海道→立川といっ

た感じです。

立川～宗谷岬を 10 日、宗谷岬～佐多岬を 20 日、佐多岬～立

川を 9 日で 5300km を 39 日かけて走りました。一日あたりに

すると平均 130km 程度なので、比較的ゆったりとしたペースで

すね。

――印象に残ったコースは？――

北海道が一番印象に残っています。地平線まで続く一本道はお

そらく日本ではここでしか見られないでしょう。 また、ドライ

ブの定番コースでもある富良野から美瑛への道は、北海道の雄大

さを感じられるすばらしいコースでした。北海道はバイク・自転

車の旅行者が多く、旅人も地元の方も、行き交う人々がみなやさ

しいのも嬉しいところです。

いやぁ、きましたね、

最北の地。宗谷岬！！

感無量です。（8月10

日）

山口〜九州上陸8月26

日関門橋の下を通る歩

行者用海底トンネルを

使い、エレベーターで降

りたあと、780m続く海

底トンネルは、20円で

自転車通行が可能です。

県境。

大洲〜しまなみ海道 憧

れの道を走る9月02日

しまなみ海道！自転車

乗り憧れの道ですよ。こ

こを走りたいがために

四国へ来たようなもの

です。

こんな感じで、瀬戸内海の島を結んでます。四国と本土を自転車

で行き来できるのはこのしまなみ海道だけ。

――海外サイクリングについて興味、行ったところなどは？――

まだ未経験ですね。旅行先でレンタルサイクル程度ならあります

が。まずは台湾一周を目安に海外進出を目標にしています。

――サイクリング先での思い出、印象とか、、、――

旅で出会った人との交流ですかね。一人旅ですから毎日のように

出会った人に親切にしていただきましたし、立ち寄った食堂では

しょっちゅうサービスしてもらいました。

道の駅はテントを張って宿泊という自転車旅行の生命線なので

すが、そこの農作物直売所では果物・野菜を何度もいただきまし

た。

ここで出会った自転車旅行同士、夜遅くまで情報交換をすること

もしばしばで、歩いて九州一周をしている人、台湾からきて日本

縦断に挑戦している人、まさにこれから日本一周に行く人、大学

の卒論に自転車旅行を活かそうとする人、などいろいろな方に出

会いました。

――なかでも強烈なエピソードをひとつ――

日本一周中に、兵庫と鳥取の県境・浜坂の温泉で出会った自転車

旅行者がいるのですが、その彼と一年後に浜松のキャンプ場で再

会しました。テントを張っていると「去年お会いしましたよね」

と突然話しかけられ、ありえない再開に驚愕しました。たった一

日会っただけの相手を一年後に偶然出会って思い出せるというの

はすごいですね。私はすっかり忘れていて、最初は「人違いでは」

と言ってしまいました（笑）

――一般車と同じ道路を走る故、安全には充分気を付けて、

益々のご活躍を期待しましょう！！   (聞き手：山﨑)

TIFATIFATIFATIFATIFATIFATIFA

異文化体験

カナダ・ヴィクトリアの旅

(木曜)  佐保山 裕子

8 月 25 日より 17 日間カナダ/ヴィクトリアへシニア語学研

修＆そこで暮らす方々の生活を学ぶ旅に行ってきました。

朝 8 時過ぎにバスに乗って大学に、午前中はカナダの歴史、文

化を学び学食でランチ、午後は課外授業、すべて英語です。学食

でオーダーした時うまく相手に伝わらなくて全く違う料理、それ

が以外にとても美味しかったり、日本人が持っている細やかな感

情表現を使って会話したつもりがうまく伝わらなかった故に反対

の意味にとられたりと時々ハプニングもありましたがとても有意

義な時でした。            

毎日の食事で一番お世話になったのは、セブン・イレブンです。

中々買う気にならなかった“すし”ロールが意外においしかった

です。キッコウマン醤油もおいてありました。サラダは有機栽培

バージョンで新鮮、量も多いので二日分はありました。スーパー

へは夕食の買い出しに、牛乳の濃さは percentage が違うので注

意して、ヨーグルトも余りの種類の多さにびっくり、パンはどれ



も当たり外れはなくおいしいものばかり。野菜、肉は日本より種

類豊富 肉、ハムは量り売りもあり、惣菜コーナーもありました。

レジの方が必ず”How are you?”と言われるので”Fine 

thank you” これは異文化？お土産屋さんへ行くより私的には

楽しかったです。

ここヴィクトリアでの交通機関は市バス、乗用車、自転車しか

ありません。ある日観光名所の一つである castle and museum 

に行くためにバス停に、すぐ来るはずのバスなかなか来ません。

日本では考えられないほど、でも地元の方々はイライラしたり、

時計を見たりすることなく静かに待っています。来る時には来る

って感じです。バスに乗って驚いたのはアナウンスが一切ないと

いうことです。故に車内は静かです。降りるところは自分で気を

付けないとならないのです。途中で車椅子の方が乗ってくると皆

が協力し手伝い、スペースをすかさず作ったり、御歳の方が乗っ

てこられたら若い方が一斉に立ち上がり席をあけたり気持ちの良

いほどです。年配の方々は若い人たちを暖かく見守り、若い方々

は年配の人たちを優しく尊敬を持って接するそんな感じをここヴ

ィクトリアで見せてもらったように思います。

でもカナダでも大きな都市では日本とさほど変わらないのかも

しれません。なにしろこの都市は定年後住みたい都市一位か二位

に入っているぐらい緑豊かな青空が美しい老人に優しい町なので

すから。

TIFATIFATIFATIFATIFATIFATIFA

☆☆各種行事報告☆☆

１、木曜教室ランチパーテイ

１２月１９日は２学期最終の学習日です。

日本語学習終了後，ラ

ンチパーテイで２０１

３年を頑張って勉強し

たことを讃えあって楽

しく盛り上がりました。

前日から一生懸命に

準備して，真心で持ち寄

ったお国自慢の料理です。

韓国やベトナム，ブラジルなど日ごろお店に行っても食べられ

ないおいしい家庭料理と日本の家庭料理がテーブルいっぱいに並

びました。こんな風にみんなで持ち寄ってみんなで食べられるこ

とを幸福だと思いました。

乾杯の後は，作り方の交換や日本語の学習のことなど，同じ教

室にいても中々語り合う時間が少ないので，ランチパーテイは貴

重な行事だと実感します。（ＭＫ記）

２、柴崎学習館最後のイヤーエンド・パーティ

12 月 21 日（土）に行われたイヤーエンド・パーティは、柴

崎学習館での最後のパーティになりました。

今年の参加者は 202 名で、昨年より 6 名少なかったようです

大盛会に終了でき、TIFA の結束力を内外に発揮出来た事をお互

いに喜びたいと思います。来賓に行政関係者の出席が無く残念で

したが、初めて市議会議長、厚生産業正副委員長、文教委員の４

名の市議会議員、多文化共生センターの理事長それに元ボランテ

ィアの武居・宮内・小川さんがおいでくださいました。

例年のごとく大勢のボランティアの皆さんが準備に携わり、舞

台、会場は風船で飾り付け、また各テーブルにも風船の花を置き、

華やかさを添えました。

五目ちらし、カレー、おでん、豚汁、ババロアプリンと会員手

作りの料理を美味しくいただきました。「おもてなし」の気持が生

徒さんたちに届いたことと思います。

余興の出し物は盛

りだくさんで、人気の

フィリピンチームのダ

ンスもアンコールがあ

り、また可愛らしいお

子さんのバレーやピア

ノ演奏、特に、今回は

土曜教室ボランティアと学習者による影絵があり、これは中国を

舞台にした作品で無形文化遺産に指定されているとのことです。

珍しい出し物で面

白かったです。

他にも各国の民

族衣装ショウやバ

イオリン演奏、ソプ

ラノ独唱それに各

クラスのコーラスなど会場の皆さんは時間がたつのを忘れて聞き、

見入っていました。恒例となったサンタクロースのプレゼントや

景品の抽選会そして東京音頭の踊りで今年の締めくくりのイヤー

エンド・パーティになりました。

参加者の一人は、「受講生と其の家族、友人、以前クラスに参加

していた受講生が一年に一度の旧交を温め交流している様子はた

いへんうれしく、さながら Home Coming Day となり、『外国人

の為の日本語教室」の 20 年以上に渡る歴史をかんじました。『出

来る人が、出来る時に、出来ることをする」』とのことでした。



また来年に向けて別のイヤーエンド・パーティが始まることを

期待しています。（TS 記）


