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再来年は30周年！
姉妹都市交流

　平成元年に始まったワンガヌイ市と長泉町との姉妹都市交流は、
平成30年に30周年を迎えます！
　平成30年10月頃に、ワンガヌイ市より訪問団をお迎えして、記念
式典や、ニュージーランドの特産品などを紹介するイベントを開催
する予定です。
　翌年 2 月には、長泉町からワンガヌイ市への訪問団を派遣し、交
流センターから美しい公園に移築されたお茶室を利用したお茶会な
ど、日本文化を紹介するジャパンフェアの開催が計画されています。
　同時期にワンガヌイ市では “NZマスターズゲーム”
というスポーツ大会も開催されていて、卓球・テニス・
ゴルフ・ウォーキング・ランニング等の種目に、概ね
30歳以上の方が出場することができます。競技として
よりも、フェスティバルのように誰でも気軽に参加で
きる大会です。
　国際交流協会と町では、多くの町民の方々に参加し
てもらえるように、町の団体関係と話し合いを進めて
いるところです。もちろん個人での参加も大歓迎です！
　30周年を記念し、交流をさらに広げ、繋がりを深め
るよう、あなたも参加に向けて計画を始めませんか？
ご意見ご要望もお待ちしています。

赤ちゃん連れの
ママも楽しく走

ります！

２月のニュージーランドは夏。街も花々で美しく彩られます。
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◆ ホームステイ ◆

参加者アンケートから

●ホストファミリーが本当に優しくて、嬉しかった。
●笑いが絶えない家庭で、とても楽しかった。
●食事を残したいときに上手く言えず、困った。
●買い物やドライブに連れて行ってくれた。
●質問をたくさん用意して行ったので、話が弾んで良
かった。

●家族の英語が聴き取りにくかった（特に初日）
●いつも優しく気にかけてくれたので、普段通りの生
活が出来た。

●おもてなしの気持ちが嬉しかった。

平成28年度　ワンガヌイ　語学研修　支援事業
　平成元年より、作文や面接等で選抜された町内在住の中・高校生が（現在は中学生のみ）姉妹都市・
ワンガヌイ市での語学研修に参加しています。今年度までに400名を超える学生が、この事業によ
り姉妹都市を訪れ、市内の家庭にホームステイをしながら、学校での授業体験や施設見学を行って
います。

　「笑いは世界の共通語。」今回の語学研修中、中学
２年生の英語の教科書に載っているこの言葉が、１
番心に残りました。
　まず、ホストファミリーが笑顔で僕を迎えてくれ
たので、歓迎してくれていることが良くわかりまし
た。
　ホストブラザー達と折り紙や紙風船で遊んだり、
ゲームをしたり、海に行ったりする中で、気付いた
ら僕達の周りにはいつも笑顔があったのです。
　笑顔には不思議な力があるのだと思いました。

サブリーダー 長泉中学校２年　橋本 奏汰

　今回の研修で、想像していたことと実際に体験し
てきたことで、違うことがたくさんありました。自
然が豊かなのに野菜をあまり食べないこと、パソコ
ンを学校の授業で使えること、体育の授業を制服で
受けること…。そして、どの地域でも同じだと思っ
ていた英語が違っていたことです。ニュージーラン
ド英語はとてもクセがあり、聴き取れずに困りまし
た。ホストファミリーが分かりやすいように易しく
話してくれましたが、いろいろな事に先入観を持っ
ていたのだということが分かりました。この研修で、
たくさんの出会いや発見を与えてくださった皆さん
に、言葉では表せない感謝の気持ちをどこかでお返
しできるよう、頑張っていきたいと思います。

リーダー　長泉北中学校 2年　渡邉 琴和

　ラザフォード中学校の生徒のみんなは、校内です
れ違うたびに「ハロー！」「コンニチハ！」と笑顔で
声をかけてくれました。そんなフレンドリーな人達
ばかりだったので、すぐにうちとけ、私の “たくさ
ん友達を作る” という目標は、体験入学１日目に早
くも達成されました。家でも学校でも、英語の質問
にすぐに答えられず、戸惑ってしまうこともありま
したが、ワンガヌイの人達は嫌な顔一つせず、私が
答えられるまで待ち、質問の内容を簡単にしてくれ
たりしました。自分の英語はまだまだなのだと実感
しましたが、伝えようとする気持ちがあれば伝わる
んだ、とも思いました。

サブリーダー　長泉中学校 2年　土屋 奈幸

山本　あを（中学 1年）
落部　遥奈（中学 1年）
川村　紗蘭（中校 1年）
小野　杏理（中学 2年）
川越　藍理（中学 2年）
土屋　奈幸（中学 2年）

二村　　蓮（中学 2年）
橋本　奏汰（中学 2年）
本橋　綾乃（中学 2年）
渡邉　琴和（中学 2年）
渡邉　大貴（中学 2年）
齋藤　優承（中学 2年）

参 加 学 生 一 覧

　今回僕はワンガヌイの市長さんの前でスピーチを
するという大役を命じられ、是非マオリ語で挨拶を
したいと思い、「キオラ（こんにちは）。」から始まる
スピーチを、家で何回も暗唱できるくらい練習しま
した。スピーチの直前まで、僕の考えた文章と発音
が通じるかどうかとても不安でしたが、発表後
「Good！」と言ってもらった時は、英語が通じた嬉
しさと、大役をちゃんとはたせたという安心感で、
緊張してガチガチだった顔が自然な笑顔に戻りまし
た。それと同時に、「この研修で積極的に自分から英
語を話すぞ。」という勇気がわいてきました。

サブリーダー　長泉中学校 2年　二村 蓮

◆ 事 前 準 備 ◆

参加者アンケートから
その1

●現地で発表する歌と踊りを皆で協力して練習出来た。
●披露する折り紙を50回以上練習していった。
●日本らしいお土産を準備した。
●季節が真逆なので、荷物の準備や整理が難しかった。
●いろいろと不安で、心配しすぎてしまった。

◆ ラザフォード中学校（受入れ学校）◆

参加者アンケートから
その3

●クラスメートが皆気軽に挨拶をしてくれて、嬉しかった。
●日本文化（漢字など）を紹介したら、気に入ってく
れた。

●先生と生徒の会話は速過ぎて聴き取れなかった。
●授業の内容が良くわからなかった。
●単語がわからず会話が途切れると、考える前に翻訳
ソフトを使われてしまった。

●積極的にたくさん話しかけることが重要だと思う。
●皆優しくフレンドリーで、友達がたくさん出来た。

◆ 研修全般を通して思ったこと ◆

参加者アンケートから
その4

●マオリの文化も学べて楽しかった。
●英会話が成立しなかった時があり、悔しい！
●英語の勉強をもっと頑張ろうと思った。
●会話の時はジェスチャーを交えると効果的だった。
●一日の寒暖差が大きいので注意。
●全て良い経験になった。思い出話が尽きません！

その2

ワンガヌイ新市長 誕生 交流の発展に期待!

　去る10月 8日の選挙で、弁護士のHamish McDouall（ハーミッシュ・マクドール）氏
がワンガヌイの新市長に選出されました。
　奥様や 7歳と 9歳のお子さん達と過ごす時間を作るため、数年前から地方自治
に専念。副市長就任中はアネット・メイン前市長の片腕となり、活躍されました。
　以前から日本には興味があり、何度か東京や広島を訪れているマクドール市長。
長泉とワンガヌイの姉妹都市交流にも大変前向きで、両市町間の交流の更なる発
展が大いに期待出来そうです。

ラザフォード中学校の図書室にて

老人福祉施設でソーラン節を披露

ブッシーパーク（森林公園）でNZの太古の森の説明を聞く

ワンガヌイ市役所内の議場でアネット・メイン前市長と
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MEMO

首都：キト
面積：2,560,000平方キロメートル
　　　（本州と九州を合わせた広さ）
人口：約15,420,000人（2013年）
通貨：米ドル
言語：スペイン語
日本との時差：-14時間

コロンビア

ガラパゴス
諸島

ベネズエラ
ガイアナ
スリナム

ギアナ

ブラジル
ペルー

ボリビア

パラグアイ

ウルグアイ
アルゼンチン

チリ

エクアドルエクアドル
キトキト

首都“キト”の幻想的な黄色い夜景

　エクアドルといえば、赤道！ガラパゴス諸島！などが思い浮かぶと思
いますが、首都のキトは標高2,800メートルにあり、日差しは強いものの、
１ 年中長袖が欠かせないほど涼しく、“トロピカルで暑い所” ではあり
ません。南米大陸の太平洋側に位置し、アンデス山脈が南北に走ってい
ます。リャマやアルパカが、広く乾燥した草原で佇んでいるような、の
どかでどこか寂しげな景色が広がります。赤道記念碑から20キロ南にあ
るキトの街は、黄色い電灯の夜景が美しく、古い教会が立ち並ぶ旧市街
は世界遺産に指定されています。東には南米大陸を横断して大西洋に注
ぐアマゾン川の支流があり、“弾けて生まれる命” を肌で感じられるよ
うな、濃密な熱帯雨林が広がります。そうです、“何でもあるエクアドル”
なのです！とても伝えきれないほどの魅力があります。
　さて、日本人が少ない同国で私が見つけた「日本」をご紹介します。
それは「古川拓殖」という会社です。古川拓殖は戦前、フィリピンの “ダ
バオ” という街で、“アバカ” というバナナに似た植物の栽培と加工を行っ
ていました。アバカからは、綱引きの綱になるような強い繊維（マニラ
麻）が採れるのです。
　ダバオは日本人街が出来るほど栄えていましたが、敗戦後は全員財産
を没収され、日本へ強制帰国させられました。しかし社長の古川義三氏
は、帰国後もアバカへの情熱を燃やし続け、研究の為アメリカに預けた
アバカの子孫がエクアドルの奥地のプランテーションにあることを知り
ます。古川氏はフィリピン時代の関係者やブラジルの移住者に呼びかけ
るなどして、同国の奥地で古川拓殖を復活させました。
　今でもキトから車で ４ 時間程の“サント・ドミンゴ”には「FURUKAWA 
PLANTACIONES」という会社があります。そして、繊維を採る過程
に使われる道具や用語に、その当時に使われていたものが残っているの
は驚きです。街から遠く離れた奥地で、古川氏の立派な銅像や、錦鯉の
泳ぐ日本庭園を目の当たりにした時は、胸をつかまれるような思いにな
りました。  （秋山郁美）

あんな国、こんな国、海外滞在記

Republic  of  Ecuador
エクアドル共和国エクアドル共和国


