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　御殿場市国際交流協会は、前身の御殿場姉妹都市協会をより発展させ、御殿場市を世界に開かれた都市にする
ため、平成３年６月に設立され、今年で２０周年を迎えます。この間、市民の皆様のご支援ご協力により、さま
ざまな事業（上記掲載した写真はその一部です）が実施されてきました。今後も御殿場市において、多文化の人
達が共に生活でき、また国際平和に貢献できるような活動を推進して行きたいと思います。

御殿場市国際交流協会 スタートから20年
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Dear Mayor Wakabayashi,
This is Mayor Lagiovane from Chambersburg.  I am very happy to 
hear that Gotemba was spared the effects of the earthquake.  I 
mentioned to Woody Kadel that the people of Chambersburg would 
be happy to join with the people of Gotemba in any earthquake 
relief efforts you are undertaking.  Please keep me informed.  I am 
sure the people of your Sister City would welcome the opportunity 
to help our Japanese friends.

Sincerely,

Mayor Peter Lagiovane

チェンバーズバーグ市では、こちらから送ったお礼と状況報告の内容が現地新聞「Public Opinion」に記事として数日に渡り掲載されました。
「Public Opinion」のサイトのトップページを開くと、アメリカ赤十字社の日本の地震津波震災義援金寄付のページにリンクが貼られています。
3月末、チェ市市長から、日本赤十字社宛　$100チェックの義援金をいただき、御殿場市を通じて日本赤十字社へ送られました。

若林市長 様
チェンバーズバーグ市長ラジオバンよりご挨拶申し上げます。御殿場
への地震による影響が最小限だったと聞き、安堵しています。ウッディ・
カデル氏（チェ市姉妹都市委員会委員長）には、チェンバーズバーグ
市民は、御殿場市が行っているであろう災害復旧支援に対して、いつ
でも援助の準備があるということを伝えてあります。状況を随時お知
らせください。姉妹都市チェンバーズバーグ市民は、日本の友人の皆
さんを支援できる機会を喜んで受け入れることでしょう。
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　いよいよ夏本番となりました。どうしても脳裏に浮かぶ
のは、東日本大震災で避難所暮らしを余儀なくされている
皆様の健康や、復旧の遅れが大変気にかかります。一刻も
早く正常な生活に戻れますよう天を仰ぎ祈るような気持ち
でおります。
　さて、本年当協会は設立２０周年を迎えます。常日頃の
深いご理解とご協力に対し、心よりお礼を申し上げます。
姉妹都市協会を発展的に解消し、国際交流協会として幅広
い活動を目的に再スタートし、成人を迎えたわけでありま
す。
　この間、日本語講座や各国の語学講座の開設、外国籍児
童・生徒を対象にした「ふじ山教室」の支援、国際交流
フェアや世界の料理教室の開催、また国際協力事業では、
多くの市民の皆様からの募金でカンボジアへ「富士山

学校」２棟を建設・寄贈するなど、様々な活動をしてきま
した。姉妹都市交流も昨年、チェンバーズバーグ市との提
携５０周年の記念事業を御殿場市にて開催しました。また
ビーバートン市とは来年提携２５周年を迎えます。
　今後も在住外国人との交流・支援、姉妹都市交流を二本
柱として活動をしていく所存です。このたびの東日本大震
災時、いち早く各国から救助隊、救援物資が届き、また日
本人の震災対応評価を全世界に正確に報道していただきま
した。私達の協会は地道で息の長い活動になりますが、そ
の意義、目的の答えはこのような場面に現れてくるものと
思います。
　今後とも一層のご理解、ご支援のほどをお願い申し上
げ、ご挨拶とさせていただきます。

御殿場市国際交流協会総会　4月23日（土）　市民交流センター「ふじざくら」にて
規約が一部改正され、本年度より従来の総務部会と海外都市交流部会
を統合し、新しく文化交流部会となることが承認されました。今年度
の役員は次の方々です。

３部会を中心に、活気のあるＧＩＡ活動を目指します。活動に関心の
ある方、一緒にやってみたいと思う方は事務局までご連絡ください。

会　長　秋山信泰

副会長　大沼こずゑ　山本裕司　小林惠子

部会長　・文化交流部会　　　　北川由美子
　　　　・在住外国人共生部会　山本裕司
　　　　・広報部会　　　　　　大沼こずゑ

御殿場市国際交流協会２０周年を迎えて

平成２３年度　賛助団体会員

23平成 年度

　　会長　秋山　信泰
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アグアスカリエンテス

アメリカ合衆国アメリカ合衆国

グアテマラ

メキシコ湾

太平洋
メキシコシティ

ビーバートン市役所には日本や御殿場を心配する問い合わせが多く寄せられ、市長やＧＩＡ事務局から送ったお礼や状況報告などを、ビーバートン市公式サイト
で公開していました。また、同サイトで日本への義援金寄付はオレゴン日米協会へして欲しいと呼び掛けていました。

Dear Mayor Wakabayashi, 
During this difficult time for your nation and your citizens, our 
thoughts and prayers are with the good people of Gotemba and 
their families and friends throughout Japan.   On behalf of the 
citizens of your sister city of Beaverton, Oregon I send you our 
support, condolences, hope and assistance in any way that would 
help your community and your citizens.  

In friendship,

Mayor Denny Doyle
Beaverton, Oregon

若林市長 様
貴国及び国民のこの困難な時期に、善良な御殿場の市民、そのご家族、
そして日本中の友人の皆様に、心からお見舞いを申し上げます。御殿場
市の姉妹都市オレゴン州ビーバートン市民を代表し、御殿場市と市民の
皆様へ哀悼の意を表すとともに、出来る限りの支援をするつもりである
ことをお伝えいたします。

友情において

オレゴン州ビーバートン市長
デニー・ドイル

二人の出会いに乾杯!!
きっかけはご主人の一目惚れ
　日本に初めて来たのは1997年です。日本で働いていた私の弟と夫
の妹が結婚したのがきっかけで、1年ほど電話と文通で連絡を取り合
うようになり、「日本を見せたい」という夫の誘いで来日しました。
　日本については本などで知っていましたが、地球の反対側にある国
なので、別世界のように思っていました。もともと旅行が好きなの
で、不安よりワクワクした気持ちの方が大きかったです。
　日本に来て3ヶ月後に結婚することを決め、メキシコにいた娘を呼
び寄せました。メキシコと日本は遠いため、母のことは気になりまし
たが結婚することへの不安はまったくありませんでした。最初は夫の
故郷である茨城に住み、御殿場に来たのは2003年です。娘は御殿場
の中学校・高校に通いました。現在は東京で働いています。

故郷、メキシコ
　メキシコでは、両親の名前を受け継いで命名するのが一般的です。
私の名前の「サンチェス」は父の、「ナバ」は母の名前をもらっていま
す。愛称はジーナです。

　私はメキシコシティで生まれましたが、その後アグアスカリエンテ
ス（スペイン語で「熱い水、温泉」の意味）に移りました。メキシコ
シティからはバスで６時間ほどかかります。銀の産地が近く昔は「銀
の道」として知られていました。日系企業も多く進出していますの
で、里帰り中に街を歩いていると時々日本人に出会います。
　実家は今、70歳になる母が一人で住んでいます。同じ町に下の妹
が、メキシコシティに真ん中の妹が住んでいて面倒を見てくれていま
す。メキシコでは兄弟みんなで親の面倒を見るのが一般的です。親が
一人で生活できなくなったら子供の家に移ります。老人ホームのよう
なものはメキシコにもありますが、利用するのはお金持ちです。
母は部屋の模様替えや刺繍・編み物・裁縫が好きでよくやっています。

私も部屋の模様替えが大好きです。休日には夫とホームセンターへ出
かけることが多いです。

　メキシコにも四季はありますが、
日本ほどはっきり分かれていませ
ん。メキシコシティは１日の寒暖の
差が激しく朝晩は冷え込みます。
　物価が上がってきていますが、日
本に比べるととても安いです。果物
や野菜などは量り売りが多く、だい
たいキロ単位で売っています。
　日本のテレビ番組もメキシコで放送しています。特に、日本のアニ
メは人気があります。私も子供の頃「コメットさん」を見ていまし
た。

日本とメキシコの違い
　日本に来て間もない頃、スーパーで親が自分の子供の頭を叩いて
叱っているのを見かけて非常にびっくりしました。メキシコでは子供
を叱るときにお尻をぶつか言葉で説明します。
 家に入るときに靴を脱ぐのはいい習慣だと思います。外でついた悪
い気を家の中に持ち込まないという考え方もあるのではないかと自分
なりに解釈しています。将来、メキシコに住むことになっても家では
靴を脱いで過ごしたいですね。

愛は国境を越え、人々の世界を広げるものですね！
“縁”はもちろん、“絆”という言葉を自然に思い出させるお二人の
雰囲気がとても素敵でした。
次回の国際交流フェアも楽しみにしています。

御殿場市の姉妹都市であるチェンバーズバーグ市とビーバートン市の市長より、御殿場市の姉妹都市であるチェンバーズバーグ市とビーバートン市の市長より、

Buenas tardes
こ ん に ち は ！

サンチェス・ナバ・ヘオルヒナさん
鹿志村一三さん ご夫妻（御殿場在住）

メキシコ合衆国メキシコ合衆国
首都：メキシコシティ
人口：1億961万人

公用語：スペイン語
通貨：メキシコペソ

（2008年現在）

今回は、国際交流フェアに毎年出店していただき、民族衣装と料理で私たちを楽しませてくれるメキシコ出身のヘオルヒナさんにお話を伺いました。

VOL.21VOL.21

インタビューを終えて

震災直後、これら以外に両市の多くの方々からお見舞いや心配をしてくださるメールをいただきました。震災直後、これら以外に両市の多くの方々からお見舞いや心配をしてくださるメールをいただきました。

娘さんとチャプルテペック城にて



御殿場市国際交流協会（GIA）事務局
〒412-8601 御殿場市萩原483（御殿場市役所1階　市民協働課内）
TEL：0550-82-4426／FAX：0550-81-6439
E-mail：gia@mail.wbs.ne.jp
URL：www.city.gotemba.shizuoka.jp/gia/

　　　　　　　 今年度広報部会に新人３人が参加してくれて、
７人の大所帯になりました。得意な分野もパソコン、英語など
様々で頼もしい限りです。これからも協力して「ゆうあい」の編
集に取り組みますので、よろしくお願いいたします。　　（K.０.）

期　間：9月～11月　各講座全10回
会　場：市民交流センターふじざくら
受講料：一般10,000円、ＧＩＡ会員8,000円
申込期間：7/20（水）～7/27（水）

日　時：8月28日(日)　11時～14時
場　所：乙女森林公園　第1キャンプ場
会　費：一般1,000円、ＧＩＡ会員･在住外国人800円
　　　　 小学生以下無料
申込期間：8/9（火）～8/19（金）

いずれも申し込み、問い合わせはＧＩＡ事務局まで

12月10日(土)　市民会館 小ホール　　詳細は後日広報などでお知らせします。

（社）ガールスカウト日本連盟
静岡県支部第33団・第34団たちもやっています、国際交流 No.15私

語学講座
｢ＧＩＡ Ｃｏｌｌｅｇｅ（スペイン語、ハングル、中国語）｣

ゆうあいサロン｢ブラジルバーベキュー｣

ＧＩＡ設立20周年記念事業「天満敦子チャリティーコンサート」

水だけの粗末な食事にビックリ

ぬいぐるみをもらったスリランカの園児たち喜んでもらえるかなぁ～

あとがき

今後の活動予定今後の活動予定

今回は、御殿場市内のガールスカウト第 33・34団が行っている国際交流活動を紹介します。

　｢世界難民の日｣は、2000年に国連総会で決定されました。難民に対する保護や支援への関心を高め活動を深
める日です。
　私たちガールスカウト第33・34団では、毎年6月20日の「世界難民の日」に
合わせて、講演会やワークショップを開催して今年で8年目になります。昨
年は「体験ワークショップ：ハンガーバンケット」を実施しました。世界で
は10億2千万人が飢えに苦しみ、6秒に一人の子供が命を落としています。
そこで、食事を通して世界の格差を擬似体験しました。貧困と飢餓について
学び自分たちに何が出来るかを考え行動に移すことの大切さを知りました。

　毎年アフガニスタンの学校整備資金と難民支援のために、不要になった本やＣＤ、ＤＶＤを集め支援金に変
えて寄付をしています。昨年は9,550円を寄付しました。

　2004年のスマトラ沖大地震の時、大津波を受けたスリランカに岡本弘子リーダーが救援に行きました。それ
以来スリランカの子どもたちに支援を続けています。昨年11月には、団員達が集めたたくさんのぬいぐるみを
持って、湯山清美リーダーが現地の幼稚園を訪問しました。園児たちがお礼に日本の歌を歌ってくれて、とて
も感動しました。
　また、今年度34団ではＮＧＯ「スワンガニ基金」を通して、スリランカの少女サダニカちゃんを支援してい
ます。年間18,000円の教育支援です。
　ガールスカウトの国際交流活動に関心のある方は湯山（℡:0550-76-1978）までご連絡ください。

｢世界難民の日｣ハンガーバンケット

アフガニスタンへの支援

スリランカへの支援
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