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災害時外国人サポーター養成講座

事業報告

明海大学留学生交流事業正月遊びと着付け体験
講演会　UIFA通訳養成講座（中級）
イングリッシュカフェ　他

アジアン＆ロシアンカフェ 2月3日（日）
　外国語学習グループでは、２月３日（日）、国際センター研修室で、アジアン＆ロシアンカフェを開
催しました。これは外国語学習グループ主催のベトナム語、ハングル、中国語、インドネシア語のアジ
ア４言語とロシア語の講座受講生の増加につなげることを目的に例年開催しているものですが、今回も
参加者が総勢55名と多くの方が参加しました。
　各言語のカフェで講師・受講生と一般の参加者との交流や、全体の合同イベントとして相互に言葉や
文化を紹介するなど、和やかで楽しいカフェとなりました。　
　外部の方へのPRのみならず、会員を含む参加者同士の交流を促進する良い機会になりました。

いま、世界はお隣りどうし Hand in Hand across the World

2019年4月～6月
事業予告

姉妹都市提携30周年記念①

P3

P4

P5～P８

P8

P2

日米草の根交流の温床-姉妹都市交流











6 浦安市国際交流協会ニュース  2019 年 4 月号

業報告事

浦安市郷土博物館英語展示解説本「野外展示場 展示解説 英語文例集」
　「漁師町」であった1950年代頃の浦安を伝える浦
安市郷土博物館・野外展示場を、外国人観光客らに市
民が英語で案内できるように、解説文例を英訳した冊
子が完成しました。2014年から作業が始まり、「英
語展示解説ボランティア」が、冊子の作成に携わりま

したが、その中にはUIFAの翻訳通訳部会員も含まれ
ていました。英語が苦手な人でも学びやすいように全
文を収録したCDもついています。白木会長が日本語
をダイアン三浦さんが英語を録音しています。問い合
わせは郷土博物館(047-305-4300)まで。　  　（本部）

2018年度後期日本語学習支援グループボランティア入門講座

日時：2019年２月24日、３月10日、24日（日）
場所：国際センター研修室
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     

　国際交流に興味のある学生さん、定年退職後、地
域のために貢献したいと考えている方など20代から
70代まで幅広い年代の23名が受講しました。私たち
の活動は、ボランティアが１人増えることによって、
新たな外国人学習者を１人迎え入れることができる
１対１の学習支援方式を取っています。そういう意
味で、この入門講座はとても大事な意義がある講座
です。
　今回は、９名の方が即日ボランティア登録をされ
ました。これからも地域の外国人の良き「日本語パ
ートナー」を目ざしていきたいと思っています。
　　　　　　　　　　（日本語学習支援グループ）

講演会　UIFA通訳養成講座（中級）

日時：2019年２月24日（日）
場所：浦安市民プラザWave101中ホール
　Tokyo2020を１年半後に見据え、通訳のテクニッ
クや訓練法を分かりやすく、面白く解説するという
点で、多くの人々の関心を引き、都市ボランティア
指定都市、浦安にふさわしい催しでした。
★通訳は、話者の話す言葉を理解し、他の言語に置
き換えて聞き手に伝えること。それ故、聞いた情報
を記憶に留める訓練が必要。即実践、場内には音声
が流れ、公開講座となりました。
★英語と日本語は語順が異なるので、訳出には工夫
が必須。英文法から脱却して、日本語として自然な
言葉に置き換えていく中で、その場にふさわしい言

い回しを選ぶことも重要なポイント等アドバイスは
続きます。

講師　田中健一氏

★逐次と同時通訳の違いとは？　日
常の生活の中でできる訓練法？　効
果的な集中力分散法があるの？　こ
れはすごい、即試してみないと!!
　さらに、実際の通訳現場で体験さ
れたエピソードをいくつか披露し、会場からどっと
大きな笑いも起こり、プロでも絶体絶命の危機に直
面するものなのかと聴衆を驚かせました。バスケッ
トボール好きの田中氏は、試合で耳にする独特な用
語や俗語を例に挙げ、「皆さんも興味ある競技から
2020年に向けて準備をするのも面白いのでは。」と、
エールを送っていました。
　プロの通訳を目指すのは素晴らしいことだが、案
外身近なところでも通訳体験ができる機会はたくさ
んあり、常におもてなしの心を持って行動している
と、思いがけない出会いや経験に巡り会えるもの。
終了予定時刻を優に過ぎても、身を乗り出して聞き
入る客席の様子が心に残る講演会となりました。
                                         (翻訳・通訳部会）
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前期外国語講座募集

日時：2019年３月16日（土）～17日（日）
場所：国際センター
　現在開講している全21講座で、2019年度前期の受
講生を募集し、継続受講者および新規受講者を合わ
せ、合計305名の受講申込みがありました。このう
ち３講座が満席となり、空きのある講座の追加募集
を行っています。追加募集は、４月26日（金）まで
事務所で申込みを受付けています。空きのある講座
についてはホームページに掲載しています。
　　　　　　　　　　　 　（外国語学習グループ）

浦安市郷土博物館英語展示解説本「野外展示場 展示解説 英語文例集」

ミニセミナーNo.5
日時 : 2019年１月1９日（土）場所 : UIFA事務所
　参加者15名、講師に田邊光宏氏を迎え、「家康を天
下人にした男、三浦按針（ウイリアム・アダムズ）」
「三浦按針」は日本の歴史上最初の来日イギリス人
です。日本名の三浦は、三浦半島の逸見（現在の横
須賀市）に領地があったため、按針は職業の水先案
内人という意味です。1564年イギリスに生まれ、34
才でオランダの東洋遠征隊の航海長になり、1600年
に太平洋を横断中に、途中暴風雨に遭遇し、彼の乗
船したリーフデ号のみ豊後湾の臼杵市に漂着しまし
た。家康は大阪城にて引見し、船を関東浦賀へ同航
させましたが、この船には、大砲、銃等大量の武器
が積まれていました。この事件から半年後に関ヶ原
の戦いが起りましたが、家康が入手した大量の武器
が勝敗を決したとすれば、彼が家康を天下人にした
といえるのではないかという話でした。           　    
　　　　　　　　　　　　　　　　    （総務部会）

イングリッシュカフェ

日時 : 2019年３月17日（日）
場所 : 国際センター
　人気の高いイングリッシュカフェは、新人講師
を2名迎え、参加者27名で開催されました。ラグビ
ーを始め各種スポーツチームのキャンプ地に指定さ
れたことで、市民の英会話に対する関心も高く、リ
ピーターに加え、初参加の方が半数を占めました。
もっと会話の機会を増やして欲しいという要望に応
え、新年度から年3回の開催を予定しております。
奮ってご参加ください!!

（翻訳・通訳部会）

和食体験

日時：2019年２月23日（土）場所：美浜公民館
参加者25名（外国人８名　日本人９名）
講師：飯島英子氏
　ちらし寿司、おすまし、菜花おひたしは日本人
には馴染みのメニューでしたが、簡単に作ること
ができるデザートの「いちご大福」が大変好評で
した。また外国人は初めて作った日本料理がとて
も美味しかったと異口同音に喜んでくれました。
また各グループでは外国人と楽しく交流ができた
、UIFAの英語クラスの参加者は英語をたくさん話
すとても良い機会だったと喜んでいました。
　　　　　　　　　　　　　 　（文化交流部会）
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編集後記 UIFA ニュースの紙面
を作っている間、足
元でくつろぐ猫に思
う。肉球でいいから
貸して…。にやぁ

（担当：おきた猫）

UIFAニュースが新しくなりました
　このUIFAニュースを受け取られ、「あれ？」と思
われたことと思います。この度UIFAニュースを一新
しました。読みやすくする工夫をしました。
　より詳しくお伝えしたい事業については大きく扱
いました。また、ただ事実を述べるだけでなく、参
加者の声なども載せ、生き生きとした記事になるよ
うにしました。これからも読んでおもしろいUIFAニ
ュースを目指します!!

UIFA役員（副会長・会計）候補の選挙結果
 【2019年５月任期満了となる副会長・会計の改選】
　2019年２月16日(土)のUIFA運営会議にて、選挙管理
委員長より選挙人に対し、立候補者が定数を超えて
いないため、無投票当選となる旨の報告が行われ、
選挙人確認のもと以下の当選者が確定しました。
副会長：島野雅子（再任）清水勝（再任）
　　　　中村徹（新任）
会計：藤井保男（新任）　　    （選挙管理委員会）

姉妹都市提携30周年記念①日米草の根交流の温床-姉妹都市交流

　ちょうど一年前の建国
記念日に、私は米国国務
省関連団体である東西セ
ンター研究員のグレース
・ルーチ・クレッグ氏に
お目にかかりました。彼
女は、米日、米欧関係の
改善を目指す米国国務省
の要請で姉妹都市交流を
堅実に続ける都市の姉妹
都市交流関係者から姉妹
都市提携のいきさつやそ
の後の活動について聞き
取り調査を行うために来
日しました。
　他の都市の姉妹都市提

携の経緯をみると、市長や市の有力者が国際会議等
で外国の都市代表と意気投合した結果であったり、
「どこでもよいので姉妹都市を紹介して欲しい」と
都道府県に斡旋依頼することが多い中、浦安市の場
合は、市の依頼を受けたUIFAがさまざまな観点から

検討し、候補を絞って相手の市の意向も打診した上
で姉妹都市が決められた訳ですが、彼女はそういっ
たいきさつに驚いた様子でした。
　「実に慎重に姉妹都市を決められましたね。正式
に決めるにあたって心配なことはありませんでした
か？」と尋ねられました。心配なことは勿論ありま
した。米国でも西海岸ならば日本への関心は高いの
ですが、南部や東部では西海岸と比べて日本への関
心は低いのではないか？　また、こちらも南部オー
ランド市との結びつきが希薄ではないか？　しかし、
幸いにもUIFAにはオーランド市のあるフロリダ州と
仕事のつながりがある方々がいたり、現在も交流が
続くDr.フィリップス高校には国際研究センターが
あり、学生たちを世界の各地へ送っていることもわ
かり、そこでこの姉妹都市提携はうまくいく、と確
信したのです。
　その後に彼女は国務省の職員となりましたが、彼
女が残した報告書には浦安・オーランドのマラソン
交流を冒頭に紹介しています。sister-cities seedbed
で検索すると彼女の報告が見られます。

 2019年度は米国フロリダ州オーランド市との姉妹都市提携30周年の記念すべき年度です。今号か
ら姉妹都市交流に関する記事を連載していきます。第１回目は徳田八郎衛元会長の投稿記事です。

グレース・ルーチ・クレッグ氏

業報告事

会員募集 浦安市国際交流協会は「多様な文化と人がともに支え創造するまち・浦安」を
目指して活動するボランティア団体です。お問い合わせは UIFA 事務局まで。
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