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　昨年１０月１５日㈫、３日前に上陸した大型台風の影響が残る中でし
たが、初の「ニュージーランド大使館訪問ツアー」が実施されまし
た。協会員を中心とした３６名の参加者は、東京２０２０オリンピック仕
様の大型ラッピングバスで渋谷区神山町の大使館に到着。先ず、大
使付き秘書の宮﨑さんに、一般の方は入る事の出来ない、ゲスト用
のロビーや中庭を案内していただきました。ラグビーワールドカッ
プ開催中ということもあり、壁面にはオールブラックスや日本代表
チームのユニフォームが展示されていました。
　続いて、駐日ニュージーランド大使のＨａｍｉｓｈ ＣＯＯＰＥＲ（ヘイミッ
シュ・クーパー）氏に面会。駐ロシア、トルコ大使を歴任されたほ

in Tokyoニュージーランド大使館＆グルメツ
アー 

か、在日大使館勤務や大阪で総領事の経験もお持ちの大使は、流暢な日本語で、
ニュージーランドと日本の関係や大使館の歴史などを、気さくにお話してくだ
さいました。
　その後、東麻布のニュージーランド料理専門レストランへ移動し、ラムチョッ
プなどニュージーランド直送のお肉がメインのランチコースをいただきまし
た。ラム肉は初めてという方々も、全く臭いの無い柔らかくジューシーなお肉
に舌鼓を打ち、楽しいお喋りと共に贅沢なひとときを過ごしました。

長泉町国際交流協会 検索
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初級英会話講座初級英会話講座 土曜サロン 第１・３土曜日　14：00～16：00
長泉町文化センター ベルフォーレにて

ゲストを迎えてTea&Talk
外国人ゲストから出身国について、又ご自身の話などを聴きます。

第１土曜日

Theo先生のEnjoy English

ゲームも交えた気軽な英会話クラスです。

第３土曜日

　ウクライナ出身の原アンナさんとお母様、甥子
さんを迎えました。ユーラシア大陸中央に位置す
るウクライナは、多様な人種が混ざっている国な
ので家族でも髪や目の色が違うそうです。

　昨年度末をもちまして、協会事務局を退職させてい
ただきました。 23年間、大変お世話になりました。
様々な協会事業を行う上で、会員の皆様はじめ多くの
方々から温かいサポートやアドバイスを頂きましたこ
とに、心より感謝申し上げます。
　ワンガヌイ語学研修事業や各イベントを通して、グ
ローバルな感覚を持つ、向上心・好奇心に溢れた多く
の方々に接する中で、私自身も沢山の貴重な経験をさ
せていただきました。また、相互交流をアレンジする
うちに、以前は名前も知らなかった南半球の遠い街「ワ
ンガヌイ」は、私の温かい第 2の故郷になりました。

　当協会主催の初級英会話講座。毎回様々な内容で、すぐに役立つ生きた英語をネイティブ講師か
ら学べます。午後のひととき、皆さんもお気軽に参加してみては？

　Theodore Kampus先生はカナダ出身で、長泉町に30
年近くお住まいです。
　出身地ノバスコシアは自然が多く漁業がさかんな所で、
タイタニック号で亡くなった人達の霊園もあるそうです。
　４月からEnjoy English“を担当して下さいます。

　年に一度、各国のクッキング教室を開いていま
す。知徳高校教諭の陳先生に、ジャージャー麺と
白きくらげのスイーツを教えていただきました。
　麺の肉みそにドドッと入れた甜麵醬にビックリ
しましたが、どちらもとても美味でした♥

いつでも入会できます
詳しくは…　
ホームページ：長泉町役場→国際交流→土曜サロン
Facebook：長泉町　土曜サロン
問い合わせ：090-4467-9103（長島）

今後のスケジュール ※8月はお休みです
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４月１８日
５月　２日
５月１６日
６月　６日
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７月　４日
７月１８日

ゲストを迎えて
Enjoy English “
連休中の為、お休み
Enjoy English
ゲストを迎えて
Enjoy English
ゲストを迎えて
Enjoy English

Q１：このクラスに参加した理由は何ですか？
　　　●英語を話せるようになりたいから。
　　　●海外旅行に行きたいので。
　　　●海外旅行やオリンピックで道案内をしたくて。
　　　●海外へ写真を撮りに行きたいから。
Q２：クラスの良いところ、残念なところは？
　　　●明るく、楽しい。そして気楽
　　　●先生も生徒の皆さんも明るくて楽しい
　　　●先生が私たちを楽しませてくれる。
　　　　自分がシャイでなかなか発言できないのが残念！
　　　●先生のキャラクターがGOOD。生徒数が多いの
　　　　で、もうひとクラスあるといいな～。
　　　●皆さんが親切で楽しいけれど、せっかく来ている
　　　　のだからもっと話したい！

　今後は、いち協会員として事業に参加させていただ
く他、この事務局での経験を活かし、留学関係のボラ
ンティアなどが出来ればと思っています。
　結びとなりますが、長泉町国際交流協会並びに土曜
日サロンの益々のご発展を祈念いたします。 
　ありがとうございました。

生徒の皆さんは、こころ温かくlovely♪
英語は便利にどこでも使える、まるでドラえもんのポケ
ットの中の道具みたいなもの。今後、皆さんが自由に、
そして楽しんで英語を使えるようになって欲しいです。

昨年担当の Andy Warfield先生からひとこと！

お世話になりました！ 長泉町国際交流協会事務局　　土屋恵美子

生徒さんに聞いてみました♪

ワンガヌイの友人宅で
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MEMO
首都：ジャカルタ
人口：約 270,626,000人（2019年）
通貨：ルピア
　  　（1円=約125ルピア：2020年3月）
言語：インドネシア語

ジャカルタ

シンガポール

カリマンタン島　

マレーシア

　インドネシアの首都ジャカルタは、人口密度は東京の２倍、高層ビルが立ち並び、
道路は常に大渋滞、高級ブランドが入ったショッピングモールに高級ホテル、レス
トランも多く、富裕層やビジネスマンも多い街です。しかし一歩裏道に入れば移動
式屋台や食堂など庶民的な店が立ち並ぶ、混沌の街です。
　主人は仕事の関係で２年、子供達と私は１年半滞在しました。初めは渋滞で車内
に座ってばかりの生活とインドネシア語が理解できず疲れましたが、現地の人々は
とても優しく “Tidak apa apa（大丈夫）” と、笑顔で私の話を一生懸命理解してくれ
ようとしました。
　私達のような外国人は外を自由に歩く事はほとんどなく、全てdoor-to-doorの車移
動で、学校やスーパーに入るのもセキュリティチェックが必要でした。店には日本
の製品も多く、至るところに「日本」を見つける事が出来ましたが、国民の９割に
及ぶイスラム教徒はアルコールと豚肉が禁止されているので、日本から輸入された
料理酒は５倍の値段でとても買うことが出来ませんでした。豚肉は日本食、韓国スー
パーなどで買えましたが、豚のハムやソーセージが少なく、毎日のお弁当作りが大
変でした。
　朝はものすごい渋滞で、主人は片道2時間半かけて通勤していました。雨季の夕方
には毎日スコールのような雨で洪水になる事もありました。ここはバイクがとても
多く、日本のお土産で人気なのは雨ガッパ。日本製はやはり高品質なのだそうです。
　渋滞のせいで習い事もアパートの敷地内で、子供達はテニスやスイミング、英会話、
私はヨガとアンクルンという竹製楽器を習いました。１番大変だったのは、日本で
子供達が週5日通っていたサッカーの環境を作る事でした。色々探し、インターナショ
ナルスクールで週２回と、土曜日に２時間かけて郊外の教室に通いました。おかげ
で色々な国の子供達と試合をするという貴重な経験が出来ました。
　短い滞在でしたが、その後もジャカルタはどんどん変化しています。帰国後には
MRT（インドネシア初の地下鉄）が開通し、あの渋滞も緩和されたかもしれません。
そんな新しく変ったジャカルタへ、是非もう一度行ってみたいと思っています。
 （長田朋子）

あんな国、こんな国、海外滞在記

インドネシア共和国
～笑顔と活気溢れる街　ジャカルタ～���������������������

雨季の洪水

公園で友人一家とお弁当を交換

古都ジョグジャカルタ
　ボロブドゥール遺跡の寺院にて


