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初めての海外遠征に参加して

私たち三郷市少年野球チームは、これまで海外の少
年チームを相手に数々の輝かしい成績を収めてきまし
た。それらは大抵、日本で開催された試合でした。
今年は、３月に東日本大震災が発生し、多くの犠牲者

と甚大な被害を及ぼしました。日本で試合を開催するこ
とができなくなり、私は三郷市少年野球連盟の理事長
として何ができるかを自分に問い続けました。
そんな中、３月２６日から９日間の日程でオースト
ラリアのメルボルンで行われた第６回全オーストラリ
ア少年軟式野球国際大会に、監督として約２０人の小
学生選手を率いて遠征しました。
海外ホームステイということもあり、子どもたちが順

応できるのか最初は心配していましたが、３日目には
子どもたちは現地の子どもたちにすぐに馴染んで、一
緒に走ったり、片言の会話なども楽しんでいる様子を
見て、監督である私が子どもたちからエネルギーをもら
えた気がしました。
出発前にＩＢＡ－ｂｏｙｓ（少年軟式野球国際交流協
会）からは、子どもたちに勝利の喜びを与えるようアド
バイスをいただきました。それによって勝利の喜びが増

し、ホームステイのファミリーからも評価され、家庭でも
グラウンドでも子どもたちが生き生きとしてくるという
のです。皆元気に野球を楽しんでくれて、私も「一戦一戦・
全員野球により勝つ」ということを命題として指導して
まいりました。
試合結果は９戦９勝の完全優勝！彼らに優勝の喜びを
味わってもらえたことも嬉しいのですが、試合や異国で
の滞在を通じて子どもたちは本当に成長したと思いま
す。また、メルボルンの野球チームは、技術的には劣るの
かもしれませんが、日本のチームとの交流により、必要
なテクニックや戦術を彼らは確実に学んだと思います。
今後も三郷の代表として、さらにハイレベルな国際大
会に挑戦したいと思っています。先ず次の目標は、台湾
で毎年開催されている「

ツウロウサンハイ
諸羅山盃国際大会」です。

最後に、メルボルンの野球関係者や多くの友人・知人が、
日本の復興を心より祈ってくれましたことが心に沁みま
した。また、このような大変な時期に、遠征にご協力い
ただきました岡庭明・三郷市少年野球連盟会長および連
盟の皆さまに心から感謝を申し上げます。

三郷市少年野球連盟　
理事長　

お ぎ そ

小木曽　
なりやす

成保さん

メルボルンの青空と美しいグリーンの芝生
大会 WBF 優勝旗が授与されました！

①総務部会（協会だよりやホームページの作成等）
②国際化推進部会（日本語教室の運営やバスハイク企画等）
③交流部会（国際交流農園や各種交流イベント等）
イベント当日以外でも、各部会一か月に一度会議を開催しています。

会員の皆さん !!　部会に参加してみませんか？会員の皆さん !!　部会に参加してみませんか？
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７月１０日（日）国際交流農園にて、農園で収穫したジャガイモ
等を調理したサラダや、各国の家庭料理を持ち寄り、ポテトパーティ
が開催されました。当日は猛暑にもかかわらず、総勢４９名の参加
者が集まりました。農園の中にテントを張り、屋外で作った焼きそ
ばや天ぷら、チヂミ等を美味しくいただきました。
また、１０月２３日（日）にも農園スタッフや参加希望者が集ま
り畑の手入れ作業をした後、山羊肉や冬瓜を使った２種類のカレー
をいただきながら、パーティを楽しみました。

１０月１６日（日）三郷団地センターモール中
央広場において、「地球を知ろう、仲良くなろう！」
をテーマに三郷地球市民フェスタ（三郷地球市民
フェスタ実行委員会主催・北公民館共催）が催さ
れました。晴天のもと、高校生ボランティアによ
るスピーチや楽しいゲーム、各国の模擬店や民族
色豊かな歌や踊りが披露されるなど、とても賑わっ
た一日でした。

当協会の総務・国際化推進・交流、各３部会で活躍して
いる水上由貴さんは、市内でゆき工房 ( 注文家具 ) を経
営しており、業務用の家具や木製のおもちゃなど多彩な
商品を手がける木工職人です。女性の感性を生かしたア
イデア商品が多く、大手企業や有名俳優からも発注や修
理依頼が舞い込んでいるそうです。
８月には毎日新聞に掲載され、９月には、テレビ埼玉
の番組「ＮＥＷＳ９３０」の中で紹介されました。水上
さんは、木工職人としての師匠でもある竹之内満さんと
共に、当協会以外でも三郷市日中友好会の会員として、
国際交流活動に熱心に取り組んでいます。

水上さんと師匠の竹之内さん（写真は地球市民フェスタの時のもの）

会員紹介コーナー
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仕事も学校も休んで１０月から来年の１月までの
世界旅行へ！ 
お母さんは小学校の先生・お父さんはエンジニア、
そして９歳と６歳の２人の息子という、４人家族の
オースラリアのアプソンさん一家が最初に訪れたの
は、憧れの日本。京都、奈良、大阪そして壮麗な姿
に憧れた富士山を見たあと、三郷へと訪ねてきまし
た。
かねてよりアプソンさんとご縁があった私はこの
度の再会をとても楽しみにしていました。
アプソンさんは、神秘的で抑制の効いた日本文化
と、礼儀正しく親切な民族性への尊敬の念をもとに、
日頃から子どもたちにお箸の使い方を習わせていた
とのこと。２人の子どもたちは、日本の子どもより
も上手に正しくお箸を使えることに先ずはビック
リ！
また、茶道に流れる精神性にも強い関心を持って
いると知り、私は戸ヶ崎在住の手塚美智子さんにお

願いし、特別に茶道の体験教室を開きました。文化
会館の和室は、にわか仕立てながら掛け軸も下がっ
ており、茶室環境としての佇まいも充分備わってい
ました。日本的な空気の中で、異国の子どもたちは
神妙な顔つきで実に行儀よく茶の湯の作法を習って
いました。そのことがまた、可愛らしい国際交歓の
一景が現出されたひとときでもありました。
時代を繋ぎ、次の世界を築いていく少年たちを連
れての国際交流は、小さいながらも相互理解と親善
を進める確かな一歩となっていくことでしょう。日
本では珍しい、小学生も一緒連れての１２０日間と
いう長期世界旅行ですが、アプソンさん夫妻はごく
一般的なオーストラリア市民で、特に裕福というわ
けではないようです。しかしながら、感受性の強い
少年期に、このような家族旅行を実行することは、
少年達の心に大きな財産となることでしょう。
羨ましさと共に大いに考えさせられるものがある
ようにも感じた交流体験でした。

～オーストラリアからの親日家族　三郷での茶道体験 ～
三郷市国際交流協会　会長　望月
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日本語ボランティア養成講座を行いました日本語ボランティア養成講座を行いました
９月１日から２９日までの毎週木曜日・全５回コースで勤労青少

年ホームにおいて、日本語を用いて外国の方に日本語を教えるボラ
ンティアスタッフの養成講座を行いました。国際日本語普及協会（Ａ
ＪＡＬＴ）の松尾恭子先生を招き、熱心な講義が行われました。終
了後には、当会の日本語教室に関心を持ってくださる方もいました。
今回の講座を受講した皆さまが、日本に在住しながら言葉の壁に

悩んでいる外国の方々への理解を深めていただけたことを願ってい
ます。
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協会では、随時会員を募集しています。諸外国の方々との交流や協会の国際交流活動に参加し
てみませんか？国際交流に関心のある方ならどなたでも会員になれます。
入会をご希望の方は事務局までお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。
年会費

事務局 三郷市国際交流協会事務局（三郷市役所　市民活動支援課内）

個人会員　年額　2,000 円（学生は 1,000 円）家族会員　年額  3,000 円
法人会員　年額 10,000 円　　　　　　　　　団体会員　年額 10,000 円

平成22年度  会員数
個人会員　90人　　家族会員　 7家族
法人会員　 5法人　団体会員　10団体

〒341-8501　三郷市花和田 648-1　TEL048-953-1111( 内線 2302）   FAX048-953-7775
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL048-930-7714( 直通）

りゅう
劉　

りん
琳さん

（みさと団地在住、国籍：中国）

４年前に中国から来ました。現在は、夫と共に三郷
市に住んでいます。
当初は、他国で暮らすということは、私たちにとっ
てあまりにも大きな変化でした。この４年間楽しいこ
とや苦しいこと、全てが忘れられない思い出です。
皆さんもご存じのとおり、今年の 3 月 11 日に東日
本大震災が起こりました。日本は地震が多いことを
知っていたので、ある程度は覚悟をしていましたが、
あんなに激しい揺れだとは想像できませんでした。あ
の時の揺れと同時に、日本で暮らす覚悟が出来ていた
はずの私の気持ちも揺らぎ始めました。
とても怖かった…しかし既に日本の生活に慣れてい
たので、すぐに中国に帰ろうとは思いませんでしたが、
中国の両親が心配していると考えるとあまりにも辛
かったので、毎日２回両親に電話をかけていました。
「できるだけ早く、普通の生活に戻りたい」とゴール
デンウィークに大阪へ旅行に出かけるなどして、私は
少しずつ元気を取り戻していきました。
折しも、私のお腹には幸せなことに子どもが授かり
ました。多くの方が復興のために力を尽くし、また原

発事故の不安も残るなか、私は日本で出産・育児を
頑張ることを決断しました。これは、本当に得難い
経験になると思います。
最後になりましたが、復興にご尽力されている方々
は大変な苦労をされていると思いますが、「頑張って
ください！」と伝えたいです。私は夏でもクーラー
をガンガンかけたりせず、自分に出来る努力をして
きました。被災地の皆さまにも、明るく前向きに頑
張って乗り越えてほしいと心から願っています。

 それでも私は日本で暮らします。
　　　　　被災地の皆さん、頑張って！

中国の文化をＰＲする劉琳さん（生涯学習フェスタにて）

場　所：北公民館
日　時：毎金曜日
　　　　19:00 ～ 20:45
（第５金曜日はスタッフ会議）

場　所：高州地区文化センター
日　時：第１、第３火曜日
　　　　19:00 ～ 20:45

日本語教室ボランティア　日本語教室ボランティア　
スタッフ募集スタッフ募集

どなたでも
いつでもＯＫ！
見学も歓迎！

過去の活動実績や事業の写真は、三
郷市国際交流協会ホームページ
（http://www.misatoia.net/）を ご 覧
ください。

また、Twitter
（http://twitter.com/#!/misatoia） 
においても、 @misatoia でつぶやい
ています。ぜひフォローしてください。


