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・写真を掲載する。 

・ホームステイ部会、写真を３～５枚提供して

ください。 

・原稿締め切り：12 月 27 日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
編集発行：浦安市国際交流協会      住所：279-0004 浦安市猫実 1-12-38 市集合事務所３階 

http://www.uifa-urayasu.jp/      E-mail: uifa@uifa-urayasu.jp     Tel. : 047-381-5931 
 

 

Dr.フィリップス高校生ホームステイ（関連記事４ページ） 

Fax.: 047-381-8822 

UIFA 新春交流会（関連記事７ページ） 
 

 
 

  

   

ディレット・トリオの演奏 演奏に聴き入る参加者たち 演奏に聴き入る参加者たち 

浦安を代表する女性たち 青年会議所による抽選会 新春交流会を主催した役員たち 

Dr.フィリップス高校生とホストファミリー 
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新年の挨拶 

会長 白木聖代 

皆さま、明けましておめ

でとうございます。 

１月５日に行われまし

た新春交流会には大変多

くの方にご出席いただき

ありがとうございました。         

平成最後の新年をご一緒 

に迎えることができ感慨深く思いました。 

さて、最近は繰り返し同じことをお話しして

いるような気がしますが、東京 2020 オリンピ

ック・パラリンピックがなんと来年に迫りまし

た。また、今年はラグビーワールドカップ 2019

が開催されます。浦安市は、ラグビーワールド

カップの公認チームキャンプ地、車いすバスケ

ットボール英国チームの事前キャンプ地に選ば

れています。ラグビーワールドカップ 2019 の

キャッチコピーは「４年に一度じゃない。一生

に一度だ。」ですが、若い世代を除いては私達に

とってこのような大会を日本で迎えるのはこれ

が最後かもしれません。 

この機会には選手や大会関係者だけではなく、

外国からの来訪者も多く見込まれると思われま

す。通訳や翻訳の他にいろいろな分野で「おも

てなし」の気持ちを持って、私達の知識や能力

を発揮できれば幸いと思います。浦安市を訪れ

る外国人のため、浦安市のために UIFA がさま

ざまな所でお手伝いできるように会員一同力を

合わせてまいりたいと思います。 

さて、今年は亥年です。「猪突猛進」という言

葉があります。「目標に向かってがむしゃらに、

あるいは向こう見ずに進む」という意味です。

組織として目標に向かって一生懸命進むことは

重要ですが、目標達成のために「向こう見ずに

進む猪突猛進」ではいけないと思っています。

常に立ち止まり、UIFA の活動や役割を確かめ

ながら、本当に必要とされている姿を模索して

いく必要があります。そのためには周りの意見

に耳を傾けることが大切です。 

どうぞ本年もご支援とご鞭撻をお願い申し上

げます。 

Dr.フィリップス高校生ホームステイ

のアンケート結果 

ホームステイ部会部会長 川野麻美 

11 月 16 日（金）から 24（土）まで姉妹都市

オーランドの Dr.フィリップス高校の高校生 30
名と先生方を迎えました。生徒たちはホストフ

ァミリー宅で過ごし、たくさんの行事が行われ

る中それぞれの家族とのひとときも楽しんでい

たようです。今回は、生徒さんをお迎えいただ

いたホストファミリーの皆様の声を総括してご

紹介いたします。 
【良かった点】 

一番多かったのは、やはり異文化交流ができ

たことでした。言語や習慣の違いはもちろん、

考え方やフロリダについても知るきっかけにな

り、日本を好きになってもらいたくて改めて日

本について考えることができたようです。また、

迎え入れるに当たり家族と相談しあったり、一

緒に過ごす時間が増えたりしたこと、ホストフ

ァミリー同士が知り合いになり新しい友達がで

きたこと、ご近所さんと知り合いになれたこと

も良かったと挙げてくださる方が多かったです。

お子さんのいらっしゃるご家庭では、勉強のた

めではなくコミュニケーションツールとして英

語が必要と感じてもらえたのは、今後の学びに

対する姿勢にもつながったとお答えいただいた

方もいらっしゃいました。 
【困った点】 

生活リズムが崩れる点を挙げる方が多かった

です。やはり自宅にお迎えし、寝食を共にする

ことは非日常なので、どうしても普段通りとは

いかなかったようです。生徒さんによっては、

大人しく、意思表示がはっきりしなかったり、

英語が伝わらずコミュニケーションの難しさを

感じたりした方もおられたようですが、概ね皆

様お互いの思いやりや歩み寄りで乗り切られた

ようです。また、生徒さんの中にはオーランド

と日本との寒暖差や来日中のハードスケジュー

ルで体調を崩された方が数名いらっしゃり、ホ

ストファミリーの皆様にはいろいろお気づかい

いただき、大変ご心配をおかけいたしました。 
 

振り返ってみて、状況は各ご家庭で異なりま

すし、生徒さんもそれぞれですので、全員が大

満足とはなりませんが、いろいろ考えるきっか

けになったり、家族にいい意味で心境の変化が

あったり、いい経験ができたと思っていただけ

ているようです。我々もホストファミリーの皆

様に気持ち良くお迎えいただけるよう、次回も

お手伝いできればと思います。 

会長挨拶・事業報告 
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事業予告 

ミニセミナー「家康を天下人にした男“三浦按針（ウイリアム・アダムス）”」 担当：総務部会 

日時：１月 19 日（土）13：30～15：00 場所：UIFA 事務所 

講師：田邊光宏氏（元 NHK 記者） 

平成 30 年度災害時外国人サポーター養成講座 担当：総務部会 

日時：１月 20 日（日）13：00～16：45、 

27 日（日）10：00～16：00 

場所：浦安市役所 10 階協働会議室 

内容：災害時の外国人住民への支援を円滑に実施するために必要な体制整備や事前準備事項を明ら

かにし、今後の災害に備えるための講義と訓練。 

アジアン＆ロシアンカフェ 担当：言語学習部会外国語学習グループ 

日時：２月３日（日）10：00～12：00 場所：国際センター 

内容：アジア系講座とロシア語講座の受講勧誘を最終目的に、ベトナム語、ハングル、中国語、イ

ンドネシア語、ロシア語と各国の文化を気楽な雰囲気で知っていただき、会話を体験してもらう。 

2019 年度前期外国語講座見学会 担当：言語学習部会外国語学習グループ 

日時：２月初旬～３月初旬 場所：国際センター 

３月に行われる 2019 年度前期募集のために実施する。詳細は「広報うらやす・２月１日号」に掲載する。 

日本文化：和食体験事業～手軽にできる春の料理～ 担当：文化交流部会 

日時：２月 23 日（土）11：30～15：30 場所：日の出公民館調理室 

参加費：学生 600 円、一般市民 1000 円   講師：飯島英子氏、高木佳代子氏 

日本語グループ ボランティア入門講座 担当：言語学習部会日本語学習支援グループ 

日時：２月 24 日､３月 10 日、24 日 各（日）９：30～12：30 場所：国際センター 

内容：日本語学習支援者登録増を目的に、日本語教育の基礎知識、学習支援者の心構えを講義。 

講師：中井延美氏（明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部准教授） 

講演会の開催 担当：翻訳・通訳部会 

日時：２月 24 日（日）13：00～17：00 場所：Wave101 中ホール 

参加費：500 円  講師：田中健一氏（UIFA 外国語講座講師） 

内容：通訳の楽しさや難しさ、講師の経験を通じてのエピソードなどを話していただく。 

2019 年度前期外国語講座申込受付 担当：言語学習部会外国語学習グループ 

日時：３月 16 日（土）10：00～15：00、17 日（日）10：00～12：00 場所：国際センター 

２年サイクルの２年目である。募集の詳細は「広報うらやす・３月１日号」に掲載する。 

イングリッシュカフェ 担当：翻訳・通訳部会 

日時：３月 17 日（日）14：00～16：00 場所：国際センター 

参加費：500 円  内容：英語によるコミュニケーションの機会を提供し、広く市民との交流を図る。 

日本文化を考える会・第１回私の中の日本文化 担当：文化交流部会 

日時：３月 24 日（日）13：00～16：00 場所：Wave101 サロン５ 

内容：「日本文化」に対する概念の話し合いの場を設け、討論会・講演・見学等を行う。５回を予定する。 

地域交流サロン No.2「留学生活での体験談・悩み等について意見交換」 担当：総務部会 

日時：３月○日（○）○：○～○：○ 場所：国際センター 

明海大学生に語っていただく。詳細は、決定次第、UIFA メール等でお知らせする。 
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姉妹都市オーランドデー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：10 月 14 日（日）14：00～16：00 

場所：国際センター  参加者：30 名 

来年度は浦安市オーランド市姉妹都市提携 30

周年です。一般市民の皆様に姉妹都市オーランド

市について知っていただきたく催しました。オー

ランド観光局の映像、浦安市の青少年派遣で昨年

度選ばれた高校生がオーランド市の有名な場所

について詳しく調べたプレゼンテーション、

UIFA が市から委託を受けて行っている「友好の

翼」、青少年派遣一期生の方の話などの発表を行

いました。 （姉妹都市提携 30 周年実行委員会） 

第 20 回「市民まつり」に参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：10 月 20 日（土）10：00～17：00 

場所：市役所周辺 

来訪者：50 名 

例年に比較して来訪者の関心が薄いように感

じましたが、来てくれた方からは反応が感じら

れました。今回はホームステイ家庭募集のチラ

シを配布することなどに重点を置いた展示を行

いました。当日、入会者が 1 名得られたことは

成果でした。各部会から交代で延べ８名の会員

に対応してもらいました。 

（総務部会） 

日本語Ｇ2018 年度後期スキルアップ講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：10 月 21 日、28 日、11 月 11 日各（日）

10：00～12：00 

講師：中井延美氏（明海大学ホスピタリティ・

ツーリズム学部准教授） 

参加費：500 円 

場所：国際センター 

テーマは、「察する」ためのことばの仕組みで

した。日本は「察しの文化」の国であり、これ

が外国人にとって日本語を難しくする側面があ

ることを学びました。 

（日本語学習支援グループ） 

セミナーNO.2「香港の紹介」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：10 月 27 日（土）13：00～15：00 

場所：UIFA 事務所 

講師：西川隆昭氏（明海大学生） 

参加者：会員８名、非会員１名 

明海大学生による自主企画で実施してもらい

ました。本人の国籍は日本ですが、母が香港籍

で幼少時代小学校まで香港で育ち、それからも

香港に滞在する機会が多く、その体験談を述べ

てもらい、その後、参加者の体験談や質問を交

えて、話の内容を発展させていきました。 

（総務部会） 

事業報告 
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地域交流サロン No.1「世界の家庭料理・

ネパール」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：10 月 28 日（日）13：30～16：30 

場所：国際センター 

講師：明海大学生スペディ・クル・プラサド氏

と友人のビカシュ氏 

参加費：350 円   参加者：24 名 

ネパールからの留学生を講師とし、出身国 

ネパールの家庭料理カレーライスを作りました。

料理もおいしく、みんなで懇親も図りました。

参加者にネパール旅行経験者もいて、その体験

談も交え、一同楽しいひとときを過ごしました。 

（総務部会） 

外国語講座代表懇親会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：11 月 10 日（土）18：30～20：00 

参加者：45 名 

場所：国際センター 

各講座の代表者が一堂に会し、会食をしなが

ら、相互にコミュニケーションを図り、講座運

営に関する情報交換を行いました。各講座代表

からその講座の内容や進め方をはじめ、言葉の

紹介もあるなど、横のつながりを大切にする交

流・懇親の場となっています。 

（外国語学習グループ） 

UIFA／UFRA 共催日帰り研修「下町散歩－

新橋から佃へ－」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：11 月 11 日（日）10：00～15：00 

場所：JR 新橋駅から地下鉄月島駅まで 

参加者：UIFA 会員８名、UFRA 会員６名、市

民 14 名 合計 28 名。 

案内役：西脇保幸氏（横浜国立大学名誉教授・

UIFA 文化交流部会員） 

参加費：300 円 

原則毎年実行しており、名勝・遺跡等の見学

を通じ、市民と外国の方との交流を目的として

います。 

今回のコースと主な見学場所を次に示します。 

現 JR 新橋駅前の SL 広場で午前 10 時集合。 

１．旧新橋停車場(鉄道歴史展示室有り)：現在

全国ネットワークの JR 発祥の駅舎でした。 

２．築地波除神社：江戸初期埋め立ての工事安

全を感謝して建立、災難よけの神社です。 

３．築地本願寺：1699 年創建。現在の寺院は、

インドの古代仏教建築を模した様式です。 

４．タイムドーム明石：中央区明石町にあり、

郷土の歴史・文化の展示を行っています。明

石町の旧外国人居留地跡地に建っています。 

５．住吉神社：佃の漁師達が故郷の住吉大社か

ら分社して建立、海上安全祈念を願った。 

６．佃・大川端リバーシティ 21：都心回帰促進

のため、石川島播磨重工業（現 IHI）の跡地

を再開発した超高層マンション群です。 

佃島記念碑（月島駅付近）にて午後３時頃解

散。行程約３キロ半。参加者の様子は、全体的

に皆さんお元気で、全員解散迄事故も落伍もな

く、天気も良く交流の実が上がったと思います。 

（文化交流部会・文責越茂樹） 

事業報告 
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Dr.フィリップス高校生と先生方のための

歓迎会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：11 月 16 日（金）18：30～20：00 

場所：文化会館３階大会議室 

姉妹都市オーランドからの高校生 30 名と先

生方５名のための歓迎会を開きました。ホスト

ファミリーと初めて出会い、また浦安市側から

の歓迎の心を受け止めていただく大切な機会で

す。市役所、UIFA 会長、高校側からの挨拶の

あと、ホストファミリーを紹介され、食事をし

ながら楽しいひとときを過ごしてもらいました。 

（姉妹都市交流部会） 

Dr.フィリップス高校生ホームステイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：11 月 16 日（金）～26 日（月） 

場所：各ホストファミリー宅 

30 名の高校生を 32 のホストファミリーが引

き受けました。一部で途中の交代もありました。

浦安滞在の間の全期間８泊のホームステイでし

た。17 日（土）、23 日（金）は終日、18 日（日）、

24 日（土）は午前のみ家庭に滞在しました。各

家庭がそれぞれの方法で対応し、数家族が合同

で交流会を行ったものもあり、ほとんどの方が

国際交流ができて有意義だったとおっしゃって

いました。      （ホームステイ部会） 

英語によるプレゼンテーション大会 

翻訳・通訳部会副部会長 谷原満里子 

 

 

 

 

 

 

 

今年で５回目を迎える大会は、姉妹都市であ

るフロリダ州オーランド市より来浦し、ホーム

ステイ中の Dr.フィリップス高校（DPHS）の

生徒たちを聴衆に招き開催されました。出場者

（大学生３組、高校生４組 計 17 名）は、米

国の高校生や先生方にも興味深いテーマ、例え

ば「日米学校生活の違い」「日本食・ラーメン」

「日本の昔話」「テーマパーク TDL」などを 

取り上げ、それ

ぞれに映像を駆

使し、工夫に富

んだ内容を披露

していました。 

会場は、市役所１階の市民ホールを利用し、

DPHS、出場者・学校関係者、ホームステイ先

のご家族、一般市民と総勢 120 名にも及ぶ観衆

で埋め尽くされる盛況ぶりでした。 

「英語によるプレ

ゼンテーション大

会」は、回を重ねる

ごと、出場者たちの

英語力向上に目を見 

張るものの、スピーチコンテストと違い、表現

力や全体の内容を構成する能力も審査基準に反

映されるので、これからの国際社会で活躍する

若い世代には、今後も大いに挑戦してもらいた

いと願っています。日本で学ぶ留学生も参加し

国際色豊かな大会となりました。１、３位には、

例年出場の都内の常連校が、２位には、市外に

通学する在住の高校一年生が輝きました。大会

後には、出場者・学校関係者たちは、DPHS 主

催の「オーランドナイト」（市役所 10F 会議室）

に立ち寄り、しばし交流を楽しんでいました。 

事業報告 
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ミニセミナーNo.3「ロシアの地方都市とタジキ

スタン共和国首都の食品会社での体験談」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：12 月 15 日（土）16：00～17：30 

場所：UIFA 事務所 

講師：土井隆司氏（総務部会員・詳細８ページ） 

参加者： 15 名 

欧州復興開発銀行から経営コンサルタントと

して、ロシアの地方都市の乳飲料会社およびタ

ジキスタン共和国の食品会社へ派遣された時の

体験談でした。2018 年 8 月には、同じタイト

ルで浦安市市民大学で講演したものです。 

（総務部会） 

明海大学生がボランティアに参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：７月～11 月 

明海大学浦安キャンパス外国語学部からの依

頼により同学部生５名（中国人３名、ネパール

人１名、日本人１名）のボランティアを受け、

各部会において活動してもらいました。 

10 月以降も 

外国語学習グループ：中国語講座の講師のアシ

ストになってもらいました。 

総務部会：ミニセミナーの講師として、自国紹

介をしてもらいました。 

（総務部会） 

UIFA 新春交流会 

 

 

 

 

 

 

日時：１月５日（土）12：00～14：00 

場所：オリエンタルホテル東京ベイ３階 

参加者：124 名 

新年早々にもかかわらず大変多くの方にご出

席いただきました。浦安市を中心に活動してい

る若い３人（ディレット・トリオ）のオーボエ、

バイオリン、ピアノの演奏で幕を開けました。

15 分間、参加者の皆さんの聞き入る姿が印象的

でした。また市長のご挨拶にも曲名が引用され、

市長も楽しまれたご様子でした。 

内田市長のご挨拶から、今年、来年はスポー

ツ関係で UIFA の活動が期待されている旨伺い

ました。また西川市議会議長からは、「今年の『イ

ノシシ』にちなんで、『ピッグり』するほど素晴

らしい一年になることを願って」とユーモアた

っぷりの乾杯のご発声をいただきました。 

UIFA にとって今年はさらなる飛躍の年となる

よう皆さんの熱意と期待を感じました。白木

UIFA会長から、ラグビーワールドカップ 2019、

東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向

かって通訳・翻訳に関わる多くの仕事が期待さ

れること、日常的にはベトナム語などの従来は

あまり頼まれることのなかった言語の通訳の仕

事が増える傾向にあることに備えなければなら

ないことなどが話されました。 

青年会議所の皆さんのご協力により、恒例の

抽選も、にぎやかに過ごしました。 

そのあとで、今年は姉妹都市提携 30 周年の

年でもあるので、この機会を利用し、白木会長

自らビデオで「友好の翼」を PR し、参加を呼

びかけました。 

多くの方々と活発な意見交換もでき、よい新

春交流会となりました。今年が皆さんにとって

よき年であることを祈りたいと思います。 

（新春交流会実行委員会・実行委員長小西英雄） 

事業報告 
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ミニセミナーN0.３「ロシアの地方都市とタジキ

スタン共和国首都の食品会社での体験談」要旨 

総務部会長 小西英雄 

講師の土井隆司氏は、アメリカでの留学、外

資系飲料会社での日米での役員等を通じてグロ

ーバルなビジネスの豊富な経験があり、現在は、

武蔵野大学での特任教授。浦安在住 35 年、妻・

子供２人・孫２人。 

今回の体験談は、2013 年から 2017 年の間、

ヨーロッパ復興開発銀行（European Bank for 

Reconstruction and Development：EBRD）か

ら経営コンサルタントとして派遣されたときの

ものです。EBRD は、旧ソビエト連邦と中東欧

諸国の市場経済への移行を支援する目的で設立

された国際金融機関であり、その一員としてロ

シア極東の町ウラジオストック北 250km のア

ルセーニエフと中央アジアのタジキスタン共和

国の首都ドゥシャンベにある食品会社へ派遣さ

れました。 

ロシアの田舎町アルセーニエフという町の名

前は、ロシア人探検家ウラディミール・アルセ

ーニエフに由来しています。彼の探検記録に基

づいて、1975 年公開の黒澤明映画監督による

「デルス・ウザーラ」がソ連・日本の合作映画

として制作されました。三船敏郎が主役の予定

でしたが、体調を崩してしまい、黒澤監督以外

は全部ロシア人の映画です。 

派遣先のアルセーニエフ乳飲料会社（社員

130 人・契約社員 300 人）の経営支援を 2013

年から２年間実施。社長は、4５歳、地元の経営者

たちと海外視察をすることも多く、グローバルな情報

に通じていました。一方で社員はじめ一般の人達は

海外情報に乏しい現実がありました。ロシア人の中

には「ロシア人は嘘つきだ」という人もいましたが、幸

い私が関係した人々は皆、誠実で気さくないい人た

ちで、環境や事情により印象や経験はまるっきり違

うことを実感しました。町に薬局は少なく、薬草の露

店が多く出ていて、冬でも店を開いていました。冬 

 

 

 

 

の屋外は－30～－20℃にもなる中、ウオツカを飲

みながら店番をしていました。（ロシア経験の長い、

セミナー参加者の一人が「強いアルコール飲料を

飲むと一時は温かくなるが、その後、冷え込んでし

まうのでウオツカは寒さ対策にはならない。ウオツカ

は、おいしくないが、酔うために飲むようなもの」との

説明がありました。）町には日本の中古車が多く走

っていましたが、ナビは日本語で、地図がない黒い

画面の中を動き回り、宇宙を彷徨う星のようでした。

市街地にはアパートが多く建っていましたが、

旧ソ連時代の古くて、10 階建てでもエレベータ

ーのない建物が多くありました。チームワーク

強化のために、運動会を推奨したところ、盛大

な社内運動会を開催し、騎馬戦など日本でも馴

染みのある競技がありました。 

タジキスタン共和国のドゥシャンベではバラ

カット食品会社（正社員 20 人、契約社員 60 人、

ビスタチオや穀物のパッキング販売や角砂糖の

製造販売）の経営支援を 2015 年から１年半ほ

ど行いました。治安が悪く、戸締まりは鉄の門

扉や鉄格子で厳重に守る必要がありましたが、

個人的に被害に遭うことはありませんでした。 

社長は熱心なイスラム教徒で、パーティーで

はアルコールは一切出ませんでした。お祈りも

しっかりやっていました。非常に仕事熱心で、

出張中の会議は夜 10 時ころまで行うのが普通

でした。国籍は、タジキスタンとロシアの２つ

の国籍を持つことが許されていました。 

国内経済は、ロシア経済依存度が高く、アメ

リカによる制裁の影響を強く受け、仕事が少な

く、失業者も多くいました。中国からは、トン

ネル等生活基盤の経済支援が多いようでした。 

今回の仕事は、日本での仕事の休暇中を使っ

て断続的に行いました。過日、スーパーボラン

ティアの尾畑さんのニュースに触れ、国内外を

問わず社会貢献の多様なあり方を認識しました。 

今回の体験談をお聴きいただき、皆様のこれ

からの人生に何かヒントがあれば幸いです。 

 

 

 

 

編集後記：米田 喬  

毎回同じようなイベントが繰り返され、同じような紙面ができあがっ

ているようですが、少しずつでも変化を付けたいと努めています。次号

では、それが目に付くことができればいいなと思っています。 

事業報告 

編集担当  

編集長：米田喬 

写真・校正：影山栄子 

 


