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事　業　報　告

いま、世界はお隣りどうし　　　　　　　　　　　　　　　

　UIFA 会員の皆様 明けましておめ
でとうございます。
　コロナ禍でのお正月は、経験のな
いことで複雑な思いです。
　昨年は、言語学習部会外国語グ
ループ・日本語学習支援グループに
おいては、6 月から対面授業を再開

しましたが、その他対面での交流を目的とするイベント・
事業は、ほとんどが中止・延期となりました。
　一方、外国語オンライン授業、オンライン・ミニセミナー

（総務部会、文化交流部会）、オンライン・イングリッシュ
カフェ（翻訳・通訳部会）では新型コロナウィルス感染
防止対策の為、新しい様式による事業運営の試みを実施
しました。

　協会の組織運営のための総会は、書面決議並びにイン
ターネットでの決議に変更し、理事会・運営会議及び各
部会の定例会、勉強会については、オンラインによる会
議を導入しました。
　このように昨年は、運営方法について試行錯誤の連続
で、あっという間に時間が経過しました。
新型コロナウィルスはいつ終息するのか、災い転じてい
つ福となるのか？
　この困難な時代を会員の皆さんと力を合わせて乗り切
りたいと思います。
　今年は、UIFA 創立 35 周年を迎えます。
　これを機に通常の活動に復帰できる事を期待しながら、
しばらくは心身共に健康に留意し、さらなる飛躍の時に
備えましょう。

11 月 19 日（木）  市役所

11 月８日（日）
　コロナ対策として始まったオンライン・イングリッシュカフェの 3 回目
が開催されました。学生を含む 16 名の参加者は、ネイティブ講師１人と
3 ～ 4 人ずつオンライン小部屋に分かれて英語でお喋りを楽しみ、あっと
いう間の 2 時間でした。わからなくなっても参加者同士で助け合い和気あ
いあいでした。幅広い年齢層による新しい発見もあり面白かったです。
　次回は 2 月 7 日（日）です。一緒に英語のお喋りを楽しみましょう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（翻訳・通訳部会）

　駐日スロバキア大使ご夫妻が浦安市長を訪問されました。浦安市はスロ
バキア共和国のホストタウンで、陸上競技五輪代表チームも当市でキャン
プを実施予定というご縁です。今回この訪問にあたり、翻訳・通訳部会員
2 名が通訳を務めました。大使側と市長側とに分担して通訳しました。終
始和やかな雰囲気で滞りなく終える事ができました。貴重な機会での通訳
を光栄に思いました。　　　　　　　　　　　　　　　（翻訳・通訳部会）

2021年　新年の会長挨拶

【スロバキア大使市長訪問通訳】

【オンライン・イングリッシュカフェ】
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トルコへの誘い　　　　　　　　
－イメージと実相のギャップから－

9 月 19 日（土）

11 月 19 日（木）～ 12 月 2 日（水）　
浦安市役所 1 階市民ホール

12 月 5 日（土）　場所：マーレ国際センター

　東京 2020 大会を機にオーストラリアの Gowrie Primary School と見明川
小学校の 5 年生の児童たちがオンラインを通して定期的な交流を楽しんで
いました。
　クイズやゲーム等、いつも用意周到ながらどこかシャイな日本の子ども
たちと、場当たりながらも度胸のあるオーストラリアの子どもたちのやり
とりは、毎回たくさんの笑い声に包まれていました。コロナ禍にあっても
コンピューターひとつで世界の広がりを感じられる、両国の子どもたちに
とって貴重で学びの多い機会となっていました。　　　　（翻訳・通訳部会）

　西脇保幸氏（横浜国立大学名誉教授）は、地理教育
専門で、20 回以上トルコを訪問されています。トルコ
の歴史と自然環境や産業経済を紹介の後、たくさんの
写真で各地方を紹介し、特色を話してくださいました。
　コロナ禍において、初めてのオンライン・ミニセミ
ナーでしたが、リハーサルのおかげでスムーズに開催
できました。参加者はトルコに旅行した経験のある人、
トルコに友人がいるが訪ねたことはなくいつか行って
みたい人など、それぞれにトルコに思いを馳せていま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　（総務部会）

　UIFA を含め、たくさんの団体の日頃の活動を多く
の市民に知ってもらい、市民活動についての理解を深
め交流を図るのが目的です。今年は新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、展示・オンラインワークショッ
プ・動画による活動紹介・企画展となりました。
　来場者と直に話して意見を伺う例年と異なり、コロ
ナ禍で人との接触を避け
て出来る事を行う形とな
り、新しい方法でのア
ピールの仕方を考える機
会になりました。
　　　　　　（総務部会）

　UIFA では「広報うらやす」のやさしい日本語版を
５年前から毎月発行しています。後継者育成のために、
やさしい日本語講習会とボランティア募集会を行いま
した。日本語ボランティアとして UIFA で長年活動し
ている田中千恵子さんから、やさしい日本語の意義や
ルールを教わり、中身の濃い時間となりました。今回
の募集会で継承者
が 12 名 集 ま り、

「やさしい日本語
プロジェクト」と
して始動します。

（やさしい日本語
　プロジェクト）

デンマーク国の豊かな老後
－ シニアライフと在宅医療 －

12 月 19 日（土）

　講師の文化交流部会長藤本信幸氏は、元駐日デン
マーク大使館商務官として在職中、福祉先進国の同国
から機器・設備関係の輸入や老人ホームの経営ノーハ
ウを紹介する等で活躍されました。今回のセミナー参
加者は 16 名。写真で同国の概要を案内され、シニア
ライフ資料を用いて在宅医療の紹介がありました。彼
我の文化の違い
を知り、自分ら
しいシニアライ
フの見つけ方の
参考になる有意
義な 1 時間半で
した。　　　　　　　　　　　　　　（文化交流部会）

事　業　報　告

8 月 31 日～ 11 月 30 日【ともだち 2020　オンライン交流】

【第 19 回 市民活動フェスティバル】【オンライン・
　　ミニセミナー No.1】

【オンライン・ミニセミナー】【やさしい日本語講習会・
　　　　作成協力ボランティア募集会】
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語 学 講 座 紹 介

英語通訳養成講座初級　佐々木智子先生

中国語講座　Tong Ting 先生

　通訳の基礎から初級レベルを学ぶ講座です。授業で
は、通訳現場で直面する様々な状況、その対応に必要
な知識や体得すべき技術を臨場感たっぷりに教えて下
さいます。教材は「はじめてのウィスパリング同時通
訳」ですが、生徒にプレッシャーをかけぬよう英検2級・
１級の試験問題や辞書無しで読む教材を用い、文章を
短く区切る練習、黙読の時間もあり私達の英語エンジ
ンがかかるように工夫されています。
　受講生からは「クラスの雰囲気を良く察して授業を
進められるのでプレッシャーを感じ過ぎず前向きに取
り組めます。また、講義の進め方に先生のやさしい人

柄を感じる。」などと好評です。先生からも「皆様熱
心でそれぞれに仕事がありながら勉強を続けているこ
とは素晴らしい」とのことです。
　先生はなぜ通訳者になられたのですかとの質問に

「通訳者は、黒子でありながら、配慮ある人になるこ
とだからです。この事をしっかりと学んでいただけた
ら嬉しいです」と話して下さいました。

先生の好きな言葉：Every cloud has a silver lining
　意味：空の雲はやや残念な印象ですが、雲の向こう
　　　　には青い空が輝き、良いことがあるものです。

　中国語の基礎から始め 2 年間で簡単な日常会話が出
来ることを目的とした講座です。先生は北京語の正し
い発音を生徒にしっかりと習得して欲しいとお考えで
す。「拼音をしっかり学ぶと基礎が構築され、その後
の中国語習得にとても役立ち、伝わる中国語はしっか
りとした発音にある。中国では人口が多いのでどんど
ん前に出て、頑張って自分を主張することが大事なの
で、生徒の皆さんにも声を出して喋ってもらいます！
それこそが習得の極意です」と、強調されました。前
期ではいち早くオンライン授業を開始し、生徒は先生
と熱いキャッチボールを続けています。受講生は、慣
れないオンラインの設定に苦慮したり、Zoom 背景の
写真を工夫したりと、それぞれが頑張りました。日本

人の癖をよくご存じの先生は、上手く出来ない生徒の
発音を、口の動きを見せながら、正しくきれいな発音
に修正します。口元を見ることが出来るのはオンライ
ンならではで効率よく学べると好評です。

　「很
ヘンハオ

好！很
ヘンハオ

好！（よくできました）」の言葉にいつも
励まされます。生徒からは「コロナが落ち着いたら中
華街で会話にチャレンジしたい‼」との声も上がって
います。

先生の好きな言葉：

　水
スイディシチュアン

滴 石 穿（発音）shuǐ dī shí chuān
　意味：雨垂れ石を穿つ　
　継続勉強が大事ですね‼

日本の県名＝中国語訳

模擬レッスンの配置図 模擬レッスン 授業風景

授業風景教材（漢詩）
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年始の初詣に始まり、節分祭や七五三、年末大祓式…そして 4 年に一度の例大祭など
季節ごとの催事も多く、地域の皆さんに愛されている、浦安の三神社をご紹介します。

【清瀧神社】　堀江の清瀧神社は、1196
年の創建。欅の大木に囲まれた境内
は、静寂そのもの。本殿の建築様式は

『本造三間社流造り』。精巧華麗を極め
る龍や海の神社ならではの様々な彫刻
は、一見の価値ありです。

【豊受神社】　猫実の豊受神社は、1157
年の創建。境内には『富士塚』（富士
山に登ったのと同じご利益）の他、樹
齢約 400 年の巨樹、浦安唯一の市指定
天然記念物の大銀杏。新緑から紅葉ま
で季節の移ろいを伝えてくれます。

【稲荷神社】　当代島の稲荷神社は、1689
年の創建。一角には、漁師町ならでは
の『大鯨の碑』。1875 年に浦安の三枚洲
で、鯨を捕り、大金を手にした 2 人の
漁師が奉納したもの。東京湾で迷い鯨
が見られた時代もあったんですね。

【トピックス】　清瀧神社境内の『堀江水準標石』は、明治 5 年にオランダから招いた水工技師団の一人、イザーク・アンネ・
リンド技師が、日本で初めて近代水準測量をして設置したもの。堀江水位標のゼロ点、Y.P. は、現在でも江戸川などの基準面。
日蘭通商 400 年記念の『リンド技師功績記念碑』が境川西水門広場に設置され、偉業を伝えています。

　長年使い慣れた UIFA パンフレットをリニューアルし
ました。浦安市民や関係団体の方々に UIFA の活動を広
く理解し、興味を持ち関心を深めてもらうとともに、入
会促進を図るパンフレットです。UIFA の案内にご活用
ください。　　　　　　　　　　　　　　（広報委員会）

　「浦安市多言語表記検証委員会（設置：浦安市）」が
2020 年 12 月 22 日に発足しました。同委員会は、浦安市
のホームページや公の標識など英語翻訳に問題が多いこ
とから、「日本の英語を考える会」の理事で UIFA 前会
長白木氏の提言を受けて設置されました。UIFA からは
小西会長が委員として参加し、翻訳の適正化を検証しま
す。UIFA は浦安市の国際化の基本理念を活動方針の大
きな柱としており、このような形で市を支援できるのは
大変意義深い事です。　　　　　　　　　　　　（本部）

発行　浦安市国際交流協会
〒 279-0004　浦安市猫実 1-12-38　集合事務所 3F
TEL：047-381-5931　FAX：047-381-8822
10：00 ～ 12：00 / 13：00 ～ 16：00（土・日・祝休み）
E-mail : uifa@uifa-urayasu.jp   http://www.uifa-urayasu.jp/

【UIFA ニュース 135 号お詫びと訂正】
・ P1　外国語オンライン授業の記事の中で、フランス   

語とキャプションされた写真は翻訳・通訳部会のオン 
ライン勉強会の写真で、当該記事とは関係ありません
でした。

・ P4　授業予告 10 月外国語学習講座後期開講記事中、
９言語 21 講座と紹介。正しくは 9 言語 22 講座。上記、
お詫びして訂正致します。 　　　  広報委員会：大森

1 月　 浦安市災害時外国人サポーター養成講座
　　　 災害時の外国人住民を支援するために必要な知

識や心構えを学ぶ講座
　　　・日時：1 月 23 日（土）　10：00 ～ 16：00
　　　・場所：浦安市まちづくり活動プラザ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本部）

2 月　 ９市国際交流協会等連絡協議会
　　　 近隣の国際交流協会との情報交換と交流を目的

とした協議会
　　　・日時：2 月 7 日（日）　13：30 ～ 16：00
　　　・場所：国際センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本部）

2 月　 第 4 回 オンライン・イングリッシュ・カフェ
　　　・日時：2 月 7 日㈰　14：00 ～ 16：00　　
　　　・オンライン
　　　・申込期限　2 月 5 日（金）
　　　・会費　300 円（要事前払い）
　　　・定員　30 名　　　　　　　　　（翻訳・通訳部会）

3 月　 奈良橋陽子氏講演会「令和時代の国際コミュニケーション」
　　　 ・日時：3 月 7 日㈰　13：30 ～ 15：00　
　　　 ・オンライン
　　　 ・申込期限　3 月 5 日（金）
　　　 ・費用　　　無料
　　　 ・募集人員　約 50 名　　　　　　（翻訳・通訳部会）

事　業　報　告

事　業　予　告　　お問い合わせ・お申し込みはUIFA事務局へ

浦　安　探　訪

【UIFA パンフレットリニューアル】 【浦安市多言語表記検証委員会】


