
　  浦安市
国際交流
協会ニュース

2021.10 No.139 Urayasu International Friendship Association

UIFA創立 35 周年記念事業

いま、世界はお隣りどうし　　　　　　　　　　　　　　　

　第１回 35 周年記念事業実行委員会開催。　　　　　　　　　　　　　2021 年８月１日（日）  オンライン会議
　コロナ禍の現状で内容を決定するには難しい状況下にありますが、下記のような内容で協議しました。次回以
降の実行委員会で検討を重ね、具体化していく予定です。
　記念事業（案）について
　　全体事業　　①記念式典 :　開催時期・場所の検討を重ねる
　　　　　　　　②シンポジウム：　テーマ・パネラーなど内容についての検討を重ねる
　　　　　　　　③ 35 周年記念誌：　UIFA35 年の活動を紹介できる記念誌にする。
　　部会記念事業　⇒　通常事業に 35 周年の冠を付けた事業案を検討

事　業　報　告

【オンライン・ミニセミナーNo. ３】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年７月 10 日：35 名参加
　「国際交流をさらに理解するために仮想通貨とマネーロンダリングを学ぶ」
　ビットコイン等、金融界の新業態として報道関係に頻繁に登場するようになった仮想通貨の実態への関心
を深めるために業界に詳しい前田氏にお話を伺いました。まず仮想通貨の名称は昨年の資金決済法の改正に
より、暗号資産と改められ、仮想という表現は不適切であること、ビットコイ
ンはナカモトサトシと言う謎に包まれた人物が 2008 年に書いた一本の論文から
始まったこと、2010 年５月 22 日に初めて１万ビットコインでピザを２枚購入し
たことから、５月 22 日がビットコインピザデーと呼ばれていることも学びまし
た。円やドルとの法定通貨との交換が可能、SDGs の推進を目指したアクトコイ
ン、ブロックチェーンなどの用語が少し身近になりました。専門用語が多くて
金融界の新業態への入門編としては、少し消化不良気味でしたが、今後の学び
につながれば幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総務部会
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【日本語学習支援ボランティア養成講座】　　　　　　　　　５月 30 日～８月１日（全 10 回）　受講生：18 名
　８月１日をもって日本語学習支援ボランティア養成講座は全 10回の日程
を無事終了しました。講義の形式については、知識面はオンライン、実践面
は対面のグループワークで行いました
が、特に対面での学習支援活動を計画
する授業では、各グループが支援者役

と学習者役に分かれて模擬授業を行い、実際の支援の様子を疑似体験しま
した。最終回のボランティアの登録手続きでは、ほぼ全員の方に登録して
いただき、これからは日本語グループの仲間として、充実したボランティ
ア活動を行っていかれることと期待しています。　　　  日本語グループ
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事　業　報　告　TOKYO2020　オリンピック・パラリンピック事前キャンプでの活躍 　　　　　2021 年７月 14 日～７月 31 日　　翻訳・通訳部会

　通訳としての活動は、７月７日オンラインミーティングから始まり、空港や選手村への送迎、滞在中の行動

制限について説明、事前トレーニングへの同行、コロナ感染予防対策をしての市長表敬訪問や、メディア取材

の通訳、Web による子供たちとの交流などで活躍しました。選手達が制限された行動の中で少しでもリラッ

クスし、浦安でより良い時間を過ごせるよう市の担当職員と共に頑張りました。　　　　　　　　   内田恵子

オランダアーチェリーチームのインタビュー

　６月 15 日、浦安市 2020 東京オリンピック・パラリンピック推進課から依頼があり、オランダ代表選手（アー

チェリー）と、スロバキア代表選手（陸上競技：砲丸投げ、競歩、400mハードル、800m走）の事前キャン

プにおいて、翻訳・通訳部会 15 名が通訳ボランティアを務めました。キャンプの１週間前からは、健康管理

表の記入、２日前からは PCR検体の提出が必要でした。

　コロナ禍、直前まで事前キャンプの詳細が決まらなかった事、また
徹底した感染拡大防止対策など、従事するにあたっては通常の通訳ボ
ランティアとは違う方法（動線や事前調整）が必要でしたが、選手・
スタッフ、市の担当職員の方々と我々通訳ボランティア全員が、ケガ
も病気もなく無事に終えることが出来ました。お世話をしたのは、オ
リンピックに出るほどのアスリート達ですが、素顔はシャイだったり
人懐こかったり、話をすると普通の女の子（男の子）だなと思いまし
たが、後にテレビで競技する姿を見て、この人たちは今までどれほど
のプレッシャーに堪えて来たのだろうと思うと、ただただ彼らの努力
が実ることを願うのみでした。このような状況で、通訳ボランティア
の機会を頂いたことはとても貴重な経験で、そして我らボランティア・
チームも誰一人穴をあけることなく、それぞれの役目をしっかり終え
ることが出来、みなさんの優秀さ、熱心さ、貢献する気持ちを再認識
しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部会長  佐藤公子

　私が初めて TOKYO2020 の事前キャ
ンプのお手伝いをしたのは、数年前に車
いすバスケットの英国代表が市内の小
学生と交流を行った時でした。子どもた
ちが選手の話を真剣に聞く様子に感動し
ました。今回のスロバキアチームの事前
キャンプは、猛暑の中、しかも感染対策
のため制約の多い中でしたが、選手の浦
安での滞在に、わずかながらも貢献でき
たと思っています。とても充実した活動
でした。選手たちの通訳をすることで、
選手の個性にも触れることができ、遠い
スロバキアという国を身近に感じること
ができました。　　 副部会長  田丸真子

　会長としてオリンピック・パラリンピック推進室を訪れ、市のオリパ
ラ事業の協力依頼を受けたのは2017年のことでした。それから、事前キャ
ンプ予定のチーム来浦時には、市民交流会、その式典、視察、市長表敬
訪問の際など様々な通訳の機会に携わりました。また、翻訳・通訳部会
の部会員達も色々な場面での手伝いをしてきました。そして、今年。私
は２つのチームに関わりましたが、３年前の来浦時に通訳を務めたため、
オランダチームには特別な思いがありました。勝利を祈って神社を訪れ、
手に入れたお守りには弓矢がはいっていて選手達に手
渡すととても喜んでくれました。振り返ってみると、
手伝いをした部会員全員が単に通訳をするだけではな
く、選手たちがベストな状態で試合に臨めるよう、心
を尽くしたのではないかと思います。思いも熱い夏で
した。　　　　　　　　　　 前 UIFA会長  白木聖代

　私にとって、初めての本格的な通訳ボランティアでした。選手へ
のメディアインタビュー、選手と日の出南小学校の学童の子どもた
ちとのオンライン交流会の通訳、スロバキアコーチとの日程確認等、
予想以上に内容の濃いものでした。コロナ禍にあって、このように
僅かでもオリンピックに関われたことは貴重な体験であり、一生忘
れられない思い出となりました。１日２人体制で事前準備をし、励
まし合いながら不安なく活動できました。また、メンバーで LINE
グループを作り円滑な情報共有ができたことは、どれもホットな情
報で、引継ぎや計画変更など必須内容以外にも、PCRの唾液量に始
まり、成田空港お出迎えの実況中継、お世話した選手たちの活躍に
至るまで様々で、楽しく有益でした。この活動のレールを整えてく
ださった翻訳・通訳部会の皆様、市の担当職員の皆様に深く感謝申
し上げます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   酒井朋子

　スロバキア陸上競技チームの事前キャン
プの通訳ボランティアは、オリンピック選
手の競技に対する真剣さを見ることができ、
とても嬉しい経験でした。
　各選手の練習からは、オリンピックにか
ける強い意気込みを感じました。特に競歩
に出る選手たちが、前の合宿地のローマか
ら日本に到着した日の午後に、黙々と練習
をはじめた姿は印象的でした。
　代表選手チームを受け入れた浦安市はコ
ロナ対策に配慮し、実施できる対策をしっ
かり行っていました。開催の準備をしてき
たスタッフや、ここまで練習を重ねてきた
競技者や関係者の長年の努力が花開くこと
ができて、本当によかったと思います。

大櫛恵子

　2013 年 12 月に 2020 年オリンピック・パラリンピックの東京開催が決定
した時、一生に一度のチャンスなので何かの形で貢献したいと思いUIFA
に入会しました。2017 年８月英国男子車いすバスケットボールチーム、10
月オランダ車いすテニススタッフ視察、2018 年６月オーストラリア女子車
いすバスケットボールチーム受け入れ、2021 年７月オランダアーチェリー
チーム、スロバキア陸上チームの選手受け入れと計５回通訳ボランティアを
経験できました。直接お話しした選手がテレビで活躍する姿を見て感動しま
した。最後に印象に残った英国車いすバスケットボール選手の言葉を紹介し
ます。「私たちは週６日代表チーム練習、残り１日は個人練習です。個人練
習をしない選手は一人もいません。なぜなら代表選手でいることが私たちの
生きがいなのです」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    清水勝

　ホットエピソード
　オランダアーチェリー
チームが持ち込んだエスプ
レッソマシーンが使えた！
　イギリス駐在から帰国し
た時に持ち帰った変圧器が
復活。30 年の眠りから覚めた瞬間‼
　とても感謝されました。　　　　　　  安岡伸浩

　※電圧情報　　英国：240V　オランダ：230V　日本：110V

市長表敬訪問：オランダアーチェリーチーム メダル獲得の報告

コーチに説明通訳

エスプレッソが飲める !!

スロバキア代表選手とメディアインタビュー

学童の子どもたちとオンライン交流（日の出南小）
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事　業　予　告　　お問い合わせ・お申し込みはUIFA事務局へ

新春交流会　10 月末までにHPでお知らせ　本部文化交流部会　オンラインセミナー毎月開催予定

事　業　報　告

　「広報うらやす」の抜粋をやさしい日本語で毎月発行しています。
　メンバー全員で紙面作り・印刷・配布を行っています。７月のリニューアル版

新規発行から回を重ね、少しずつ軌道に乗ってきました。
内容向上のためUIFA日本語学習者の方から感想をもら
うなど、よりわかりやすい紙面作りを目指しています。

やさしい日本語プロジェクト

【SDGs 学習会】オンライン学習会　参加者　７月 24 日：７名　８月７日：７名　９月５日：８名

　国際連合が加盟 193 カ国と 2030 年に達成を目指す Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）
は、UIFAの活動目的と軌を同じくすると考え総務部会で学習を開始しました。まずは、SDGs を鏡に見立て
てUIFAがどのように映るかを確認するために、部会の主な５項目（注）の活動に絞り、活動目的・内容・
課題を整理しました。今後、SDGs17 ゴールと照合しながら課題解決策を検討し、活動につなげていきます。
（注：①災害時外国人サポーター養成講座 ②広報うらやすのやさしい日本語版 ③地域交流サロン ④ネパール
語通訳 ⑤ミニセミナー）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  総務部会

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/

【編集後記】
　【東京 2020 五輪：浦安での事前キャンプ】　で
活躍された皆様、多文化共生の実践、暑い中ほん
とうにお疲れ様でした。ワクチン接種が進み、新
しい生活様式の中で、UIFAが少しずつ活動再開
できるよう願います。　　　　 広報委員会：大森

　英語でおしゃべりを楽しむイングリッシュ・カフェがオ
ンラインで開催しました。
　最初は全員そろって挨拶と進行についての説明を行い、
その後は、ネイティブの先生１人と参加者数名の小グルー
プに分かれます。後半はメンバーを変えて、また別のグルー
プへ。
　先生の用意されたテーマは日常生活の身近なものから、
文化の違いを考えさせられるものまで様々。遠方から参加
された方や高校生の参加者もありました。少人数ならでは
の和気あいあいとした雰囲気でした。

翻訳・通訳部会

　【イングリッシュカフェ】７月４日（日） 参加者：21 名
参加者　６月 27 日：15 名　７月 25 日：12 名

　部会の英語の勉強会です。毎回担当者がテーマ
を決め、前半は、画面共有しながら、参加者が順
番に、用意された日本文の英訳を試みます。後半は、
先生と担当者との会話をもとに通訳の練習をして
います。６月のテーマはSDGs。現在各方面で大き
く取り上げられています。私たちも日頃から考え
なければならない課題ですね。７月は日本の夏祭
り、特に諏訪の御柱祭について、伝統行事の魅力
を知ることができました。

翻訳・通訳部会

　【ブラッシュアップ】毎月第 4日曜日

【やさしい日本語リニューアル版７月号・８月号・９月号発行】

公民館等関係各機関・UIFA
事務局でご利用いただけます

【UIFA英文パンフレット】が完成


