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　小平の冬の風物詩、第 38 回こだいら市民駅伝大会では、
全 138 チームが参加して行われました。中央公民館を拠
点に、一区間 3.1 ㎞ずつ 4人の走者でたすきをつなぎます。
沿道には沢山の応援が集まり「ファイト‼」といった声
援で大会を盛り上げていました。
　KIFAからは中国、ウズベキスタン、ベトナム、日本の
男女混合チームが『ONE�WORLD』という名前で出場し
ました。KIFA日本語会話教室のボランティアをしていた
監督の藤吉さんは、ムードメーカーという言葉がまさに
ピッタリです。大会前にメンバーで集って練習をした時に、
選手のランニングフォームを撮影してアドバイスもしたそ
うです。
　そして迎えた当日、レース前には皆で円陣を組んで気合
十分です。第一走者、中国出身の女性、曹さんは中学時代

に陸上部だった経験もあり、リラックスした雰囲気で走り
きりました。第二走者、ウズベキスタン出身の女性、ディ
ヨラさんは初めての出場で緊張していましたが、「皆で走
るのが好き」という想いで頑張りました。第三走者、ベト
ナム出身の女性、ジュンさんはご主人やお子さんも応援に
駆け付け、レース前は元気にぴょんぴょん跳ねてウォーム
アップしている姿が印象的でした。第四走者、日本の男性、
小美濃さんは今回 4度目の出場でとても慣れた様子でし
た。現在はシステムエンジニアのお仕事をされていますが、
大学時代は半年間スリランカへ日本語を教えに行ったりし
ていたそうです。
　KIFAチームは最後まであきらめないで、たすきを繋ぐ
ことが出来ました。4つの国でも心はひとつ。選手たちは
晴れやかな笑顔で健闘を称えあっていました。

こだいら市民駅伝大会 2月4日（日）

●小平でできる「おもてなし」
●ブータンという国を知っていますか



　東京オリンピックが近づく中、この小平でもより多くの外
国人に来てもらうため、こだいら観光まちづくり協会主催の
『小平大好き！おもてなしセミナー』が開催されました。ジャ
パンショッピングツーリズム協会の新津研一さんによるセミ
ナーと、小平在住の外国出身者 3名に小平について語っても
らおう！というイベントです。
　新津さんは外国人を『訪日ゲスト』と呼び、一見難しく身
構えてしまうおもてなしについて、わかりやすく話してくれ
ました。訪日ゲストを好きになること、そして何より、小平
について改めて見つめなおし、魅力を再発見することが大切
だとの事です。自分の街として住んでいると、意外と魅力に
気づいていないと言われ、ハッとした参加者も多かったので
はないでしょうか。他にも、親しみあふれる接客などのちょっ
とした工夫から、外国人観光客に大人気になった街の例など
があがり、どうすれば外国人により身近に来てもらえるよう
になるか、具体的な話を聞くことができました。
　後半に話されたパネリストは、在住 10年になる中国出身の
女性、李杏珠（リアンジュ）さん、ウズベキスタン出身の留
学生ディヨラさん、中国ウイグル出身で昨年秋に帰化した藤
井高行（アハマド・ニアズ）さんです。

●小平に住んだ理由は？
李さ�ん（以下、李とする）：鄧小平（トウショウヘイ）という
中国の歴史人物と同じ名前だったから。便利だから。

ディ�ヨラさん（以下、デとする）：同じ国出身の人や友達が住
むマンションがあったから。

藤井�さん（以下、藤とする）：一橋大学の学生宿舎に住んでい
たから。

●小平周辺で好きな
場所は？
李：�一橋学園駅。東
京なのに単線で、
駅に入ってから
踏切があるとこ
ろ。両側の電車
が止まっている
昔懐かしい風景
や、車掌さんが
乗る人を待って
くれるところ。

デ：�小金井公園の『江戸東京たてもの園』。古い建物や、路
面電車があり、歴史を感じられるところ。

李とデ：グリーンロード、多摩湖の朝日や夕日。
藤：�玉川上水。360 年前の歴史がそのまま残っているところ。
●辛かった、または困った経験は？
李：�近くに小学校があるのに隣の学区なので、子どもは遠く
の小学校に通わなければならなかった。

デ：�辛い経験はありません。みんな笑顔で接してくれる。
藤：�あまり勉強しない学生がいて、日本の将来が不安。
●改善して欲しい点、提案など
藤：�子どもがすぐ地域に馴染めるように、�集まる場がもっと
欲しい。日本人は英語が苦手なので、学校の授業の 10%�
は英語で授業してはどうか？ホームステイを増やして、
一晩でも日本の生活を体験してもらってはどうか？

●その他、伝えたいこと
藤：�日本人はシャイだけれども皆ファミリーのようで、真面
目なので信頼できる。優しくて人を傷つけない。自分は
溶けるけど、周りを照らすろうそくのようだ。KIFAがあっ
たからここまで深く日本と関われて良かった。

　日の丸を机に立てるほど日本が好きな藤井さん。3名がそ
れぞれの視点から、小平について、日本について熱く語り、
小平の魅力を再発見した 2時間となりました。外国語でなく
『やさしい日本語』でも構いません。身構えずに、積極的に
外国人に話しかけ、相対するところから始まります。小平を、
外国人にとってもより魅力のある場所にすることができたら、
素敵なのではないでしょうか。

小平でできる『おもてなし』 2月16日（金）18時～20時
西武信用金庫小平支店		2階会議室

左から　ディヨラさん、李さん、新津さん、藤井さん



ブータンという国を知っていますか？
　朝から雪のちらつく2月 22日（木）、中央公民館で『世界
の料理講座（ブータン編）』が開かれました。唐辛子の効いた
チーズ料理やバター茶を楽しんだ後、講師のドゥプトさんに
祖国のお話を聞きました。日本へは 8年前に来たのですが、
初めは『こんにちは』も言えなかったし、山々がそびえ立つブー
タンに比べ、平らなところが多くて、気持ちが落ち着かなかっ
たそうです。
　九州とほぼ同じ面積のブータン。公共では民族衣装を着る
という国の法律がありますが、家の中では洋服を着ることも
あるそうです。顔立ちは日本人によく似ていて、ドゥプトさ
んの娘さんが赤ちゃんの時は蒙

もう

古
こ

斑
はん

もあったそうです。公用
語のゾンガ語以外に 20 以上の言語がありますが、学校の授
業は英語なので、子どもが学校へ通い出すと、自然に英語を
話し始めるということです。
　首都ティンプーのメイン通りでさえ信号がなく、おまわり

さんが立って交通整理をしているそう
です。ゾンとよばれる風格ある寺院が
多く、殺生を好まないことから、仏教
王国だということが強く感じられます。
若い王様がとてもフレンドリーで、『お
兄ちゃん』のような存在だということに
も驚かされました。
　段々畑の水田で育てられるお米は 20
種類以上あり、料理によって使い分け
られます。東部のタシガンにあるドゥプトさんの実家は三食
ともお米を食べていて、5人で月に 100 ㎏も消費するとか。
年中暖かいのでバナナやマンゴーが実っていて、搾りたての
乳から作るチーズやバターで育ったそうです。
　受講者から『世界一幸せな国』になった理由を尋ねられた
ドゥプトさんは、「困った人がいたら、みんなで助け合うから。」
と、はにかみながら答えていました。例えば仕事に就けない
人がいても責められず、親戚
が住まわせてあげるようなこ
とが当たり前だとか。国の幸
せを作るのは、大らかな国民
の心なのだろうかと思ったひ
とときでした。

　平成 27 年 4 月 14 日、熊本地震が発生しました。震度 6
以上が 7回続き、無残にも崩れた熊本城の姿が思い起こされ
ます。その熊本に、KIFA災害時対応チームボランティアの
有志 5名が訪問し、震災支援団体から話を聞いてきたとのこ
とで、メンバーの菊地征夫さん（写真右から 3人目）と白井
靖夫さん（写真左から 1人目）にお話を伺いました。
　特に興味深かったのは、熊本大学留学生が震災直後に結成
した自主団体KEEPの活動でした。KEEPのメンバーの出
身は、英国、ミャンマーなどでしたが、彼らも最初は揺れが
地震だとはわからなかったそうです。外国人は地震の経験が
なく、「地震とは何ぞや」から学ばなければいけないという
ことでした。彼らは震災直後、大学内に避難しましたが、そ
のうち、長引く避難生活から疲れや生活の問題が生じました。
そこで自主的に炊き出しや水の配給、また皆の精神的なケア
にも努め、大きな混乱を防ぐことができたとのことです。彼
らを繋ぐツール、大切な情報源はスマホであり、いざという
時の命綱となりました。KEEPから学ぶことは情報の大切さ、
情報を交換する相手がいること、そして、自らも被災者であ
るにもかかわらず、すぐに何ができるかを考え行動する行動
力でした。私たちも学ぶことが多いのではないでしょうか。
　震災時、避難所に駆け込む外国人もいるでしょう。その時
難しい日本語に囲まれては、不安は増すばかりです。大変な

状況においても、少しでも『やさしい日本語』で接するなど
の配慮をすることが大切です。更に熊本では、日本語教室で
のつながりが大きかったそうです。日頃からお互いに信頼関
係を築けていることが、いざという時、大きな役割を果たし
ます。KIFAでの活動そのものが、このような役割につなが
ればと思います。
　熊本では地震は起こらないと思われていました。明日は我
が身、災害が起こることを常に考えておくことが大切です。
そしていずれやって来る災害に対し、私たち一人ひとりが意
識を高めていくことが必要です。

●ブータン王国（外務省情報）
面積：約 38,394 ㎢（九州とほぼ同じ）
人口：約 80 万人
首都：ティンプー（Thimphu）
民族：チベット系，東ブータン先住民，ネパール系等
言語：ゾンカ語（公用語）等
宗教：チベット系仏教，ヒンドゥー教等

ブータン王国

災害時における外国人への対応を考えてみよう
取材日：2月14日（水）

プナカ・ゾン

ドゥプトさん

KEEPメンバーと



編 集 後 記
私は母の故郷の広島で生まれ、その後父の転勤で、長崎、大阪、
新潟、東京で育ちました。子どもなりに新しい土地に行く度、
方言や風習に慣れるのが楽しくもあり、難しくもありました。
そして現在、国際交流のボランティアをする中で、様々な国
の文化を伺うのがとても興味深く楽しいです。それは子ども
の頃に文化の多様性にふれる機会があった影響もあるのかな
と思い、両親に感謝したいです。� （R.M）
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〒187-0045
小平市学園西町2−12−22
学園西町地域センタ− 3階
TEL. 042-342-4488
FAX. 042-347-3003

Ⅰ国際理解及び国際親善の普及事業
　国際こどもクラブ、日本語会話教室、英会話教室、外国語
会話教室、日本語発表会、こども日本語・学習支援、大
人のための多文化理解講座�in�English�

Ⅱ地域における友好交流事業
　国際交流フェスティバル、ホームビジット、スポーツ交流
の促進、交流イベント

Ⅲ地域や日本文化並びに外国都市や外国文化の紹介事業
　世界の料理紹介、外国人のための日本文化体験教室、海外
伝統文化の体験教室

Ⅳ国際交流情報の収集及び地域への提供事業
　機関紙（年 3回）・情報紙（年 10 回）の発行、生活情報
提供（各種説明会）、ISDAKポイントカードプロジェクト、
翻訳・通訳事業、災害時外国人支援センター運営

Ⅴその他協会目的達成事業
　ボランティア活動推進、市民まつりパレード参加、新年交
流会、連携事業

平成30年度は
次のような事業を行います

平成30年度収支予算
（平成30年4月1日～平成31年3月31日まで）

聖な部分なため、特に左手でなでたり触ったりしないように、
文化や宗教の違いも尊重しています。
　泣いてしまう子どももいましたが、安全第一にやさしく見守
られながら、長くもあり短くもある1時間半を過ごしていました。

◎日本語会話教室・こども日本語学習支援教室	 通年

◎英会話教室	 前期（4～7月）・後期（9～3月）

◎フランス語講座（入門）	 5月11日～翌2月1日　金曜日

◎留学生商店街ツアー	 5月（春季）・11月（秋季）

◎国際こどもクラブ　	 5月19日～7月7日　土曜日

◎ボランティア説明会　	 5月頃

◎外国人のための妊娠出産制度説明会　	 6月頃

◎世界の料理講座　	 7月頃

◎高尾山ハイキング　	 6月頃

◎都内ツアー　	 7月頃

※詳しくはKIFAミニレターおよびHPをご覧ください。

　KIFAでは週3回日本語
会話教室を開講しており、
月曜日と土曜日は、学習
者の子どもを1階の遊戯ス
ペースで預かる保育サー
ビスを無償で提供していま
す。生後6か月から小学3
年生までの子どもを受け入れており、ボランティア3～ 4名に対
し、6～ 8名の子どもを預かります。子どもの人数や年齢はそ
の時々で異なり、状況に応じて保育するそうです。取材当日は、
インドネシア、タイ、中国、韓国出身の親を持つ3歳以下の幼児
を5人預かっていました。
　サービスを利用する家族の国籍は様々で、概ね日本語でやり
とりをしますが、言葉が通じない場合に備えて「痛い？」などの
言葉が、英語と中国語と韓国語でファイルに収められています。
　ボランティアは保育士等の資格は必要ありませんが、主に子
育ての経験がある女性が多く、中には10年以上保育に携わるベ
テランの方もいらっしゃいます。子どもがトイレに行きたそう
にしていると、オムツの種類を確認しながら付き添うなど、き
め細やかに対応されていました。また、イスラム教では頭は神

これからの行事予定

○収入の部� （単位：千円）
科　目 予算額

賛助会費収入 1,255
補助金収入（市補助金ほか） 13,734
寄附金収入 30
積立金繰入 1
事業収入 7,071
雑収入（預金利子等） 5
前年度繰越金 1,534

収入合計 23,630
○支出の部　� （単位：千円）

科　目 予算額
事業費 8,803
国際理解及び国際親善の普及事業 6,048
地域における友好交流事業 471
地域や日本文化並びに外国都市や外国文化の紹介事業 189
国際交流情報の収集及び地域への提供事業 1,671
その他協会目的達成事業 424

管理費（管理運営費） 14,626
積立金 1
予備費 200

支出合計 23,630

保育ボランティアの活動紹介
取材日：1月29日（月）

URL http://www.kifa-tokyo.jp/　　E-mail  info@kifa-tokyo.jp


