
インド

パキスタン

スリランカ

バングラデシュ
ミャンマー

ラオス
タイ

ベトナム

カンボジア

マレーシア

インドネシア

ネパール
中華人民共和国ブータン

モルディブ共和国

ワンガヌイ市の中心を流れるワンガヌイ川の
岸辺には、いくつかの公園やモニュメントがあ
り、気軽に人々が集い、憩える場所となってい
ます。夏には子供たちが川遊びに興じます。遊
歩道が整備されていて、川の景色を眺めながら
散歩やジョギング、サイクリングを楽しむこと
ができます。
蒸気船クルーズやジェットボート、カヌー、
釣りなどのアクティビティが盛んで、ガイドと
共に数日間かけて手付かずの自然の中をカヌー
で下るツアーもあります。
身近な所に緑あふれる自然や観光スポットが
たくさんのワンガヌイ川。皆さんも訪れてみま
せんか？

見渡す限り続く青い海と空。その境界を地平線が教えてくれる。
遥か彼方に見える太陽と島々は、方向だけを示している。

インド洋に浮かぶ小さな島々が連なり、国を形成しているモルディブ。
13 年前にこの国に入った私は「“入国”というより“島流し”…」と呟
いたあの日、あの景色を今でも忘れません。首都の島・リゾート島・住
民島と３つの顔を持つモルディブで、経験の無いリゾートホテルのフロ
ントで働く事に、ふと興味を持ったのがきっかけで、私の人生はその後
急展開をする事になりました。
私が初めて暮らしたのは島全体がリゾートホテルで、観光客が水上コ
テージや波の瀬を散歩して、贅沢な時を過ごすモルディブでした。一方、
海抜１メートル程のこの島で、私はスマトラ大地震の津波にあい、「沈む」
という事を実感し、自然と共存する大変さを痛感しました。
しかし縁があったのか？国民全てがイスラム教徒というこの国に私は
嫁ぎ、「日本人」としてより「イスラム教徒」として住民島で生活をし
ました。異文化を受け入れると共に、宗教を受け入れる事で、人生の新
たな道を進む事になったのです。
島国での生活（衣食住）はどのようなものだと想像しますか？私は食
の原点の「水」を飲む事が出来ませんでした。なぜなら、普通の飲料水
が「雨水」なのです。しかも浄水をしていない‼年月を重ねるうちにそ
の水も飲めるようになりましたが、日本に帰国後「この国の飲み水を変
えたい」という気持ちが高まり、2015 年に 100 個の浄水器をモルディ
ブの学校と病院に寄付し、子供達に「水の大切さ」を伝えてきました。
美しいイメージを持つモルディブですが、国民は環境問題を身近に感じ
ながら生活をしています。
現在、私達家族は日本でイスラム教徒として生活していますが、日本と
モルディブを祖国に持つ子供達には、愛国心を持って育って欲しいと願っ
ています。そして、イスラム教徒の生活と、モルディブという国をもっと
知ってもらう為の活動を、これからも続けていきたいと思っています
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モルディブの海

蒸気船“ワイマリエ号”でワンガヌイ川クルーズ

カヌー体験。誰でも楽しめます！
娘の１歳の誕生日（100 名分の招待状を出しました）

制服姿の学生達
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平成29年度 ワンガヌイ語学研修 お散歩したい！お散歩したい！ ワンガヌイの素敵な公園ワンガヌイの素敵な公園

今年も8月に短期語学研修支援事業が行われました。町内在住の中学生 15 名（例年より3 名増）が、姉妹都市
であるニュージーランド・ワンガヌイ市でホームステイをしながら、市内のラザフォード中学校に通いました。

8月15日（火）

　　
16日（水）

　　17日（木）

　　18日（金）

　　19日（土）

　　20日（日）

　　21日（月）

　　22日（火）

　　23日（水）

鈴　木　　　凛
山　﨑　理　乃
中　村　智　咲
福　島　由　菜
吉　﨑　陽　紀
福　島　日　和
管　野　悠　楽
渡　邊　緋沙音
和　智　のど樺
関　野　優　心
舘　　　咲　良
山　田　敬　裕
一　色　春　佳
山　内　彩　瑚
金　箱　　　葵

リーダー／中学1年
サブリーダー／中学1年
サブリーダー／中学3年
サブリーダー／中学3年

中学 1年
中学 1年
中学 2年
中学 2年
中学 2年
中学 2年
中学 2年
中学 3年
中学 3年
中学 3年
中学 3年

出国

ラザフォード中学校で授業体験

ワンガヌイ市内見学

ラザフォード中学校で授業体験

ワンガヌイ→オークランド見学

帰国

ワンガヌイ到着→
　ホストファミリー宅へ

ホストファミリーと自由行動

Bushy Park（ブッシー・パーク）
245 エイカー（東京ドーム約 21 個分）の広さを誇る自然公園。広大な森の中を、樹齢 500 年～
1000 年の巨木や珍しい野鳥を観察しながら歩けば、太古の NZ へタイムスリップしたかのようです。
国鳥・キーウィバードの保護などにも力を入れている、鳥獣自然保護区でもあります。

公園管理職員の方に説明を聞きながら園内を
散策出来ます。

滞在スケジュール

参加学生名簿

ソーラン節を披露

体育の授業

パソコンで長泉を紹介

Bason Botanical Reserve
（ベイソン・ボタニカル・リザーヴ）

緑豊かな美しい公園。園内の池のほとりには、
長泉町が建設した本格的な茶室が静かに佇んで
います。

Virginia Lake
（ヴァージニア・レイク）

湖を中心に周りをウォーキングコースで囲
まれた市内で一番大きい公園。
温室植物園も併設されています。
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