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　ワンガヌイ市内には、自然に囲まれた美しい公園が
点在し、市民の憩いの場となっています。
　中でも、ここ『ヴァージニアレイク』は、美しい湖を
中心に、周囲をウォーキングやジョギングのコースに
ぐるりと取り囲まれた公園で、子供からお年寄りまで、
早朝から散歩などを楽しむ姿が多く見られます。
　水辺に集まる様々な種類の野鳥はとてもフレンドリーで、
人が近づいても怖がりません。
　四季の花々が通年華やかに咲き誇る温室の植物園や、
見晴らしの良いテラスでお茶や食事が出来るお洒落な
カフェ、バードガーデン等も併設されており、自然の中で
のんびり休日を過ごす人々で賑わっています。

ヴァージニアレイク ～湖を囲む美しい公園～
ワンガヌイ見どころ紹介Vol.1

エサをおねだりする可愛い鴨たち
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　自然あふれるＮＺには素晴らしいゴルフ
コースが数多くあり、アクセスがしやす
く、費用が安いので、誰でも気軽にプレー
できます。世界的にも有名な高級ゴルフ
コースから、羊が草を食んでフェアウエイ
の手入れをするような格安な所まで、様々
なゴルフ場があります。

ゴ ル フ

自然豊かなニュージーランドはスポーツ天国！
　国土は日本の3/4の広さ、人口は静岡県よりちょっと多い400万人と、広大・緑豊か・温暖な気候
のニュージーランドは、スポーツに最適で、誰もが気軽にスポーツを楽しめる国です。
　世界最強のラグビーチーム、オールブラックスの名前はどなたも知っていることでしょう。今回は
その他の人気のスポーツをご紹介します。

　ラグビーに次ぐ国民的スポーツで、１
チーム11人で行い野球に似ています。投手
がボールを投げ打者がバットで打ちます
が、360度、どこに打っても良く、フィー
ルドは楕円形をしています。
　イギリス発祥で、試合中にはティータイ
ムもあり、別名「紳士のスポーツ」と呼ば
れています。

クリケット

　航海に関わる歴史を持つＮＺでは、子ど
もの頃から海で遊びヨットにも慣れ親しん
でいます。ヨットレースがあちらこちらで
開催されていて技術を鍛えながら育ちま
す。オークランドは「帆の街」と呼ばれる
ほどで、港にはたくさんのクルーザーが係
留されていて、休日を海の上で過ごします。

ボート・セイリング

　国立公園や原生林、海岸沿いなど美しい
風景の中を澄んだ空気を感じながら歩くハ
イキングは、心身ともにリフレッシュさせて
くれるでしょう。
　数時間で回れるコースから、日帰りや数
泊するコースまであるので、体力に応じて
楽しむことができます。

ハイキング

5 月上旬～ 7月中旬 
5 月29日
7 月下旬～ 8月下旬
8月 5日
8月15日～23日 
9 月下旬～12月上旬
10月下旬
11月26日

前期英会話講座
平成29年度総会・交流会
児童英会話講座
わくわく祭り踊りパレードに参加
ニュージーランド語学研修支援事業
後期英会話講座
秋のイベント（未定）
産業祭に参加

平成29年度事業計画（案）

詳細はホームページや広報ながいずみでお知らせします。ぜひお気軽にご参加ください！

　ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 先 住 民 で あ る “マ オ リ 族” の 言 葉 に、
“manakitanga”（マナーキタンガ）という “お客様を家族同様にもてなす”
という意味の単語があります。長泉町との姉妹都市提携より30年近くが経
過しました。その間、私達は沢山の日本人学生を家族のように受け入れ、
“マナーキタンガ” ですっかり有名になりました。学生達の滞在中、ワンガ
ヌイの子供達も彼等との交流を楽しみ、互いの国について学びました。
長泉の子ども達は、いつまでも心に残る思い出と、相互理解の心を持ち帰って
くれたことと思います。
　私は2002年に長泉町を訪問し、学生の留学基金制度を立ち上げた、
故中村友信氏（長泉町国際交流協会前会長）にお世話になりました。それ
は私にとって人生最高の旅になりました。富士山、歌舞伎座、ビュッフェ
美術館、そして初めて食べた「きつねそば」の味も忘れられません！
　ワンガヌイ新市長として姉妹都市交流の発展に尽力すること、そして、
来年の長泉町を訪問することをお約束します。

ワンガヌイ新市長 “マナーキタンガ”の心

Hamish McDouall 新市長
（ハーミッシュ・マクドール）
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MEMO

首都：ワシントンＤＣ
面積：962.8万平方キロメートル
　　　（日本の約25倍）
人口：3億1905万人（2016年12月）
通貨：米ドル
言語：主に英語（法律上の定めはない）
日本との時差：-14時間〜-19時間

ボイシーボイシー

カナダ

カリフォルニア州

アイダホ州

アメリカ合衆国

メキシコ

　主人の仕事の関係で、アメリカ・アイダホ州の州都、ボイジーに２年
間滞在しました。住み始めた頃は苦手な英語を話さなければならない、
まして３人の子供を連れて…という状況に相当落ち込んでいました。け
れど、ボイジーの皆さんは本当に心が温かく、子供が大好きで、買物に
行けば必ず、“So cute〜（なんて可愛いの）‼” などと、見ず知らずの
私達に声を掛けてくれました。これらの言葉でどれだけ心が温かくなっ
たことか…。自宅の鍵を閉じ込めてしまい、子供達と途方に暮れていた
時も、挨拶程度しか交流のなかった隣人達が本当に親切に助けてくれま
した。恐縮している私に彼女達は、“I am happy to help you（あなたの
力になれて嬉しいわ）‼”）と言ってくれて、本当に心が軽くなりました。
ボイジーの人達の優しさに触れた瞬間でした。
　子供達は地元の公立小学校と幼稚園に通いました。小学校では、毎日
無料で朝食・昼食が提供されたり、週末の下校時には貧困家庭の子供達が
缶詰等を持ち帰れるようになっていました。税金や寄付等を上手に利用し、
恵まれない子供達を支援するシステムです。
　路上にスクールバスが止まっている時は、後続車はもちろん、対向車
も停止しなくてはなりません。子供だけを家に残して外出すれば虐待行
為と見なされ、保護者が逮捕される場合もあります。子供達を大切に護
り、育てる国なのだと思いました。
　その一方、幼稚園や小学校で、ドラッグの危険性について学ぶ “ドラッ
グ反対週間” など、驚きのイベントもあり…。アメリカ社会の多面性を、
子供を取り巻く環境からも感じた日々でした。 （倉田宜美）

あんな国、こんな国、海外滞在記

United  States  of  America Boise
アメリカ合衆国アメリカ合衆国 アイダホ州 ボイジーアイダホ州 ボイジー

小学校で日本人は一人。いろいろな国の友達ができました。

アイダホに海はありませんが、きれいな湖がたくさん！

河原の天然温泉。アメリカでは水着着用です。


