習志野市国際交流協会会報

スクウェア 第134号

2021年 (令和3年) 7月1日

吉村和就 新会長インタビュー
―――習志野市国際交流協会の新会長としての抱負を聞かせてください。
公私ともに親しく、尊敬する﨑山前会長のご意思を引き継ぎ、会員の増強はもちろん、国際交流協会が設
立された原点に立って、社会的な使命を達成し、そして協会と習志野市民、市内企業、市内在留外国人と相
互に連携し、これまで以上に国際交流を活発化したいと考えています。コロナ禍が明ける頃には、多くのイ
ベントを再開したいと思います。会員及び市民総参加型の組織運営を心掛けます。
―――吉村会長は、個人的にも様々な国際経験がおありと伺っています。そのきっかけや印象的なエピソー
ドがあれば教えてください。
海外への興味を持ったのは、小学生時、父から鉱石ラジオをもらい、朝晩ラジオを聞いていましたが、あ
る時英語を聞いてビックリ。世界には様々な言葉があることに目覚めました。中学に入り、アマチュア無線
（ハム）の国家試験に合格、秋田の実家の木々は、自作のアンテナだらけ、中学、高校時代は海外2万局以
上の無線局と交信しました。勿論共通語は英語です。英作文の成績は悪かったが、ヒヤリングは常に最高点
でした(笑）。
大学卒業後はエンジニアリング企業に就職、そこでもできるだけ海外に近い仕事にのめりこみました。英
国やオランダから水処理機器の技術導入、中近東の海水淡水化プロジェクト、シンガポールの下水処理場の
建設、米国から半導体用排ガス処理装置の技術導入・国産化などを手がけました。大きな転機は、国からの
要請により国連ニューヨーク本部への赴任でした。国からの要請は「日本国は、国連への拠出金は、世界で
2番目（９５年当時）だが、日本の技術が国連でPRされていない、理事会で日本の技術をPRせよ」でした。
国連の社会経済局・環境審議官として「発展途上国の水問題解決」を目指し、国際会議の主催や各国を訪問
しました。ニューヨーク同時多発テロ（2001年9月11日）後、日本に帰国し国連環境アドバイザーとして、
トルコ、イラン、北朝鮮などを訪問しております。日本及び世界各国の水問題の解決は、私のライフワーク
です。
―――千葉県の中核都市として発展し続ける習志野市にとって、大事なことはなんだと思いますか。
習志野市は首都圏に近く、日本一住みたいまちにノミネートされるなど、ビジネスだけではなく、文教都
市として音楽、スポーツ、芸術など誇れるものが沢山あります。これまで以上に国際的な人材を集め、市民
とともに多くの国の人々との交流を活性化させることが大事だと考えています。
聞き手：広報部会

吉村和就(よしむらかずなり)新会長 国際会議で講演
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国際交流協会会長 退任のご挨拶
﨑山 征雄
人生６０歳は下山の時、前半の登山のときを終えたら今度
は下山の時期なのです。下山は寂しく惨めな事ではなく、穏
やかで豊穣で、それまでの知識や情報では及びもつかなかっ
たような知恵に触れる時なのです。重い荷物を背負ってひた
すら頂上を目指している最中は下界を振り返るゆとりもな
く、勢い付けて一生懸命登ってゆく。下山の時は達成感と満
足感で充足して下界を眺めて、美しい高山植物に、雷鳥に、
雲海を愛でながら無事最後まで降りることです。終わり良け
ればすべてよし。
人の一生は２５歳まで人生の学びの学生期（がくしょう
き）、５０歳までの社会人、家庭人としての家住期（かじゅ
うき）、５０歳過ぎたら人生を振り返り自分の生きたいよう
に生きる林住期（りんじゅうき）、７５歳からは自分を見つ
め直して、いつ来るかもしれない「死」を目前に自然に回帰
し て ゆ く遊 行 期（ゆ ぎ ょう き）、の 四つ に 分かれ る と か。
（古代インド哲学より）
また、中国では四季を青春・朱夏・白秋・玄冬と表し、青
春の次に燃えるような夏、その後ろにハーベストタイムの白
秋が見え、白秋の後ろに黒々とした冬が控えているという思
想です。人が生きている喜びを謳歌する時、それが失われる
時がかすかに後ろに見えていてこそ一層鮮烈に感じられる。
玄冬の玄は幽玄の玄、玄妙の玄。深くつややかな黒で、そこ
からまた新しいものが始まるとか。
今私は2021年1月で80歳。遊行期で玄冬期。自然回帰とな
りました。老いるのではなく、熟成して質感が限りなく高ま
り、まろやかに自然に回帰してゆく（あたかもヴィンテージ
ワインの如く）季節なのです。腐るのではありません。熟成
するのです。
そしてそろそろこの辺で「覚悟」するしかないな、と「諦
める」「覚悟」を定めました。「諦める」は投げ出す事では
なく「明らかに究（きわ）
める」こと。事実を真正面
から受け止め、「希望と絶
望」という最後まで人間の
捨てきれない煩悩を見据え
て、「諦 め き れ ぬ と 諦 め
る」と最後まで「明らかに
究 め る」為 に 覚 悟 し ま し
た。「地 獄 は 一 定（い ち
じ ょ う）す み か ぞ か し」
（歎異抄）。この世はいく
つになっても、生きる悩み
に取り囲まれた煩悩の地獄
と、親鸞は言いました。
さ て 私 は「国 際 交 流 協
会」で多くの大事なことを
学びました。
「井の中の蛙、大海を知ら
ず」という諺があります。
大事なことは、この蛙が大
海を知る可能性がないにし
ても、井戸の中にいる自分
を、井戸の外から眺められ
ることさえできれば、いく
らかでも大海を知る事がで
き る よ う な 気 が し ま す。

2010年、NIA会長就任以来11年間、タスカルーサなど世界の様々な
処に行き、多くの方々と出会う機会に恵まれ、学ぶことができた
時、その蛙の私が井戸の外に出て、井戸の中を眺める事ができた気
持ちがしないこともありませんでした。
今、皆様は日本という井戸から出てきて、NIAの一員として、世
界の中のタスカルーサを習志野を外から眺め、広い世界を学び、国
際化活性化に共に働く立場となったわけです。大きく目を開いてく
ださい。皆様は井戸の外に飛び出したリーダー蛙なのですから。こ
れからの習志野の国際化を指導してください。
全ての事は理解することから面白くなります。国際交流は、まず
世界を理解することです。義務感のみで、良い事だからと、内容も
結果もどうなるかも分からないことほど、面白くないことはありま
せん。そのためにも我々はNIAの原点の一つ、｢親しい友人の集まり
という国際交流の心と原点」を大切に、日本人の昔から育み教えら
れた倫理道を実践して、弱者を助け、強者から逃げないという、戦
わずして勝つことを最上の手段とする「和の心」の新渡戸稲造の武
士道、これが国際交流の精神そのものであると考えます。そこから
国際交流のリーダーが生まれます。
LEADERとは
L : Listen
相手の思いを聴き、こちらの思いを語る
E : Enthusiastic
情熱的に熱意をもって
A : Ambitious
大いなる志を持って
D : Dream
夢をかたちにしながら
E : Enjoy
楽しみつつ
R : Rational
合理的に、理路整然と、感情に溺れるところなく
11年間、多くの方々に支えていただき会長職を続けることができた
ことに、心から感謝申し上げ、退任のご挨拶といたします。

姉妹都市の絆を記念して建てた彫刻の前で（タスカルーサ市ブラックウォーリア河畔）
中央左側が﨑山前会長

2021年 桜まつりアートコンテスト 入賞者と作品
テーマ：忍耐 そして 向上 Resilience
タスカルーサでも新型コロナウイルスの影響で、今年の桜まつりはバーチャルで開催されました。

＜高校生の部＞
3位 豊田 華凛 習志野高等学校
今は息が出来ないけど Although I can't breathe now

＜中学生の部＞
3位 水野 優 東邦大学附属東邦中学校
はばたく鳥 a bird flying high

アラバマ大学主催

2021年タスカルーサ市桜まつり俳句コンテスト
入賞者と作品

テーマ：忍耐 そして 向上 Resilience
毎年桜の咲く3月に開催され、習志野市国際交流協会は1992年から参加。
以後毎年、習志野市教育委員会の協力で多くの作品を送っています。
コンテストの選句はアラバマ大学で行なわれました。
＜小学校低学年の部＞
1位 斎藤 隆翔 谷津小学校
北かぜに 紙ヒコーキが 立ちむかう
Against wind from the north,
my paper airplane is flying forward.

2位 中原 丈斗 第七中学校
切餅や 膨れるの待つ 炭の音
Toasting square rice cakes and waiting for them to puff up,
I hear the charcoal crack.

2位 金子 花歩 谷津小学校
そくてんで まわってごうかく ふゆやすみ
I did cartwheels to pass my test
and now enjoy my winter break.

＜成人の部＞
1位 小林 清華
待春の 白寿の祖母に ある闘志
I see a fighter in my 99-year-old grandma waiting for a new
spring to come.

＜小学校高学年の部＞
1位 佐伯 昌洋 谷津小学校
走り出し はく息白く 父ぬかす
I start running, seeing my breath, then overtake my Dad.

2位 日向 絵留
捨てられし 種より九年 桃実る
Nine years after it was thrown to the ground,
the peach seed produces its own fruits.

2位 清水 一輝 谷津小学校
目指すのは 青い帯のみ 寒稽古
A winter morning karate practice.
The blue belt is the only thing I am aiming for.

3位 五十嵐 三惠子
凍て風や 競り合うランナー たすき継ぐ
In the freezing wind, competing runners are busy handing
over their sashes to the next in line.

＜中学校・高等学校の部＞
1位 篠田 奈々 第七中学校
芽吹く影 一人静の 白き舞
The shadows of Hitorishizuka flowers sprouting a vision of
Lady Shuzuka dancing alone in white.

佳作 中丸 馨子
雨あがり 煌めく木々が 春を告ぐ
After the rain stops,
the shining trees herald the coming of spring.

◆参加者：小学校低学年の部1,283名、小学校高学年の部2,437名、中高生の部132名、成人の部18名

2021年度 日本語ボランティア養成講座 開講のお知らせ
在住外国人の方々に対する日本語学習支援活動と、関連各行事の開催にご協力いただける、
日本語ボランティア(日本語学習支援者)養成講座の受講生を募集します。
期

間

8月24日 ～ 12月14日

時

間

午後1時 ～ 午後3時

講

座

Zoomを用いたオンライン講座

受講対象者

(11月23日を除く毎週火曜日

全16回)

(2時間)
(受講場所は各受講者の自宅で)

当協会では外国人への日本語学習支援活動として、日本語指導の他に学習時間内・外に日本文化を紹介する
等の行事を年に数回行っています。
本養成講座は会員になっていただき、日本語指導と関連各行事にご協力いただける方を対象者とします。

受講料

10,000円 別途テキスト代 2,750円 当協会未会員の方は、年会費2,000円(個人)をお支払いいただきます。

定

員

15名

講

師

吉田 聖子先生 (地域人材育成コーディネーター)

申込み

(応募者が定員に達しないときは、開講しない場合があります)

申込書を当協会のホームページからダウンロード、または事務局で入手し、必要事項を記入の上、
事務局にメールまたはFAXしてください。ホームページの申込URLからも申し込めます。

締め切り

7月26日（月）必着

選考基準

応募者が定員を超えた場合には書類選考します。特に受講動機・活動日を参考にします。

選考決定日

E-mailで7月31日(土)までに連絡します。

修了証

一定基準 (出席率) を満たした受講者には、当協会より修了証を発行します。

お問い合わせはNIA事務局まで。

2021年度 総会書面議決の結果報告
今年度の総会は、昨年同様新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から会場での開催は見合わせ、書面での議決となりました。
会員の皆様には「書面表決書」をご提出いただき、誠にありがとうございました。
その結果について下記のとおりご報告いたします。
【議 案】
議案番号

議案内容

賛成

反対

第1号

2020年度 事業報告の承認について

１６６

０

第2号

2020年度 決算及び剰余金処分の承認について

１６６

０

第3号

2021年度 事業計画の承認について

１６６

０

第4号

2021年度 予算の承認について

１６６

０

第5号

役員の選任について

１６５

１

※書面表決書提出数：１６６件
【結 果】すべての議案について、有効過半数の賛成をもって可決されました。

★ メールマガジンに読者登録を

広報
から

スクウェアの電子版「メール・スクウェア」を配信しています。無料です。
配信停止も自由です。配信をご希望の方はPCメールアドレス niasquare@jcom.zaq.ne.jp まで。

★ 原稿をお寄せください
イベントや活動の報告、雑感、国際交流の体験など。投稿は事務局または niasquare@jcom.zaq.ne.jp へ。

★ スクウェア編集部員を募集しています
一緒に広報活動をやってみませんか。経験不問です。

