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市岡日本語教室 20周年記念式典 

              教務 赤川耕一さん  

 秋晴れの 10 月 4 日の日曜日、いつもお世話になっている

港区民センターにおいて、ＮＰＯ法人市岡国際教育協会市

岡日本語教室の、20 周年記念式典が開催されました。 

 会場には来賓の皆様をはじめ地域の皆様、学習者・ボラ

ンティアのＯＢ、そして現在の学習者・ボランティア合わ

せて、約 130 名の方々にご来場いただき、本当にありがと

うございました。 

 第 1 部の式典は、皇さんの進行により、スリランカから

の学習者のディルシューニさんとチェハンさんが、民族衣

装で壇上に上がられ、すばらしい日本語で開会宣言をされ

ました。吉田理事長の挨拶の後、来賓の皆様を代表して港

区長から祝辞をいただきました。また大連海洋大学をはじ

め多くの皆様から祝電もいただきました。感謝状は、七夕

でお世話になっている隆勢会と、年末の餅つき大会でお世

話になっている天保山商店会の皆様に贈呈させていただき

ました。式典の最後は 10 年間市岡で学習されてきた中国出

身の王さんがチャイナドレス姿で、中国語と流暢な日本語

で閉めていただきました。 

 第 2 部は学習者 10 名の皆さんによる弁論大会でした。神

原さんの名司会により 10名の皆さんは緊張することもなく、

全員すばらしい日本語でスピーチされ、全員金賞を受賞さ

れました。 

 第 3 部は文化交流祭です。学習者や元学習者の皆さんに

よる民族舞踊や楽器演奏、いつもお世話になっている隆勢

会の皆さんによる三味線の演奏や日本舞踊。また市岡ハー

モニーバンドによる演奏等、もり沢山の演目があり、皆さ

ん楽しまれたことと思います。 

 第 4 部の懇親会では、元学習者のスピーチや大連海洋大

学からのビデオメーッセージ等をはさみながら、お茶やジ

ュースを飲んで楽しく話に花を咲かせ、和気藹々のうちに

式典の終了を迎えました。式典に協力いただいた学習者・

ボランティアの皆さん、大変お疲れ様でした。おかげさま

で成功裏に終わることが出来ました。ありがとうございま

した。  

                     

みなさんお疲れさまです。ありがとうございました。 

                3 班 山口達也さん 

さる 10 月 4 日（日曜日）に行われた市岡日本語教室 20

周年記念式典が、無事とどこおりなく開催できました 総
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勢約 120 名の方々がいらしてくださりました。学習者のみ

なさん・ボランテイアのみなさんまた OBのみなさま およ

び運動会やらいろんな式典が開催されているこの時期に足

を運んでいただいた府・市会議員の先生方本当にありがと

うございました。 

 式典は 1 部 2 部 3 部 4 部と夕方まで続き、内容はまず学

習者さん達の日本語弁論大会で始まり、なかには緊張して

思うような言葉が出なくて大変こまったようなしぐさをし

ていて 私は彼らを自分の子供のような気持ちで見る事が

でき、うれしい気持ちになりました。 

その他にはスリ

ランカの民族舞

踊。この子達の

踊りを何回か見

させていただい

ていますが、い

つ見ても綺麗で、

かっこいいです

ね、まだ見ていない人はぜひ見るべきです。あとネパール

の方の笛の演奏聞き入りました。CDの販売もありましたが、

何枚か売れていればよかったのにな！ 

 その後に、ボランテイアのみなさんのハ―モニーバンド

が、みんなに負けじと演奏と歌声を披露してくださり、大

変良かったと思います。あまりほめ言葉を書くと同じ班の

方が居ていたからだろうと思われるのでこの辺で終わりま

す。出席者のみなさん主催理事の方々お疲れさまです。 

 本当にありがとうございました。  

                      

                感感感感    謝謝謝謝    のののの    心心心心        

         グエン ヒューコン（ベトナム）さん 

 

大学時代に僕は、日本はどんな国だろうかと考えていま

した。四年生になった時、国内のロボットコンテストがあ

り、それに参加しました。僕たちは、ロボットを 日本製

の中古の部品を使って組)み立てました。日本製の部品を使

用したのは、中古でも性能が高いからです。このロボット

の製作を通じて、僕はいろんな技術に興味をもちました。

それからベトナムの技術と比べて、日本の技術が高いのは

どうしてだろうと考えるようになりました。そして、これ

がきっかけで、日本で働いて日本の技術を学びたいと思い

ました。日本に行くためには 日本語を勉強することが必

要なので、日本語の勉強も始めました。 

最初、日本に来たときは、日本語も少ししか話せず、何

でも一から一人

でしなければな

りませんでした。

家族も友人もい

なくて一人暮ら

しで、とても寂し

い思いをしまし

た。 

それが、毎週の

金曜日に市岡日本語教室に通うようになり、僕には楽しみ

ができました。教室では ボランティアの皆さんの親切な

気持ちを感じることができます。ボランティアの方々と話

すことで、仕事の疲れやストレスを減らすことができます。

時々ボランティアさん達と遠足に行ったり、ボランティア

活動の手伝いをしたり、そういう自分でも新しい事が体験

できてとても楽しいです。たとえ毎週仕事が忙しくても教

室に通いたいと思いました。 

今、べトナムでは企業がどんどん増えています。ベトナ

ムに投資する外国の会社といえば、やはり日本の企業が多

いです。ベトナムでは日本語を学びたい人が多いですが、

日本語センターでは受講料が高いので、日本の会社に勤め

ている工員には大変な問題なのです。市岡日本語教室のよ

うに、費用がかからず日本語を学べる所があまりありませ

ん。ですから僕は、いつかベトナムに帰って、市岡日本語

教室のように言語のボランティアのクラブを開きたいと思

います。そしてボランティア活動を通して、社会に小さな

貢献をしたいです。 

今回 20 周年にあたり、今後も市岡教室がどんどん発展し

て何十年も存在していることを、そしてボランティアの

方々の健康をお祈りしています。 

私たち学習者は、いつも市岡日本語教室に感謝をしてい

ます。 

 

            20202020 周年記念行事に参加して周年記念行事に参加して周年記念行事に参加して周年記念行事に参加して    

            3 班 大山美久さん    

 

 私が市岡日本語教室でボランティアをさせてもらって、

はや１年半が経とうとしています。そんな中、今年で教室

が 20 周年という大きな節目を迎えていました。その記念行

事が 10 月 4 日に行われました。 

 行事では、学習者の方達のスピーチや伝統舞踊を鑑賞し

たりしました。日本に来てそんなに長くはないのですが、

とても上手な日本語で 5 分以上のスピーチを、多くの人前

でしているのを目のあたりにして、大変感動しました。 

実は毎週金曜日に毎回「まだ知らない地で、この教室を見

つけて、それに行って見ようと

実行に移し、通い続けるだけで

も凄い！ 更にここ以外でも多

くの日本人と文化に触れて、ス

テキな出会いもして、日本人の

私たちでも知らない日本のこと

を、沢山吸収している！」と感

動しています。平日、仕事中に

学習者のことを思い出して、今

日も頑張ろうと思うことも多々

あります。それを より感じた

行事になりました。 

 行事では、当日以外でも見所がありました。記念冊子で

す。海外に戻った学習者を中心に、思い出などを綴っても

らい、まとめた 1冊です。私も冊子のために、数ヶ月前に

ベトナムに帰国した学習者へ作文を依頼しました。外国と



日本で、国境も時差も越えて文章の添削や思い出話に花を

咲かせたりと、大変楽しい時間を過ごしました。なかなか

体験できないことを経験した！という実感を、今更感じて

います。 

 国境を越えた多くの人たちの協力のもと、ステキな 20 周

年を無事迎えることが出来て、また、この教室のこのよう

な大事な節目に自分がいられて良かったです。これからも

学習者の方達とともに、色々なことを感じながら、次の節

目に向けて有意義な時間を過ごしていこうと思います。 

 20 周年 おめでとうございました。   

                     

        秋の遠足秋の遠足秋の遠足秋の遠足    

    “伊丹の酒蔵”“伊丹の酒蔵”“伊丹の酒蔵”“伊丹の酒蔵”    紀行紀行紀行紀行                                                                                            

                ５班 五味久美さん 

穏やかで あたたかな１１月２９日、市岡日本語教室の

仲間たち３７名は、阪急梅田駅に集い、‘伊丹の酒蔵通り～

スカイパークへ’の遠足に臨みました。共に学び行動する

素晴らしい一日となりました。 

樹齢６００年、高さ３０ｍのクスノキがそびえたつ法厳

寺前(三軒寺前広場の西端)で、ボランティアガイドをして

くださる竹内さん、池田さんと合流し、２グループに分か

れて探索開始です。広場の西端には、酒造りの井戸水(老松

丹水)<１５５０年創業老松>があり、≪誰も歩いていない道

を行く ・・山は富士 酒は白雪≫の小西酒蔵と続き、まさ

に伊丹は清酒発祥の地であることを実感する。つづいて、

１９９５年の阪神淡路大震災で壊滅した

故に、４年もの歳月をかけて解体修理が

された「旧岡田家住宅(国指定重要文化

財)」、「旧石橋家住宅(県指定重要文化財)」

をみてまわりました。 

 江戸初期の伊丹は、上方酒造業の中心で多くの酒造業者

がおり江戸清酒造りの銘醸地として栄華を極め、将軍家の

御膳酒になるなど旨い酒といえば伊丹という時代があった。

造り酒屋の財力は相当なものであったという。そして、何

よりも大切に受け継いでいかねばならないのは、酒造業が

もたらした豊かな文化遺産である。伊丹を愛し、小西家を

訪れ多くの書画を残した頼山陽のこと、井原西鶴のこ

と、・・・ガイドさんの細部に渡った、丁寧で、熱き、お話

しに魅了されどおしでした。 

 ２０１３年、初めて京都伏見の酒蔵見学をし日本酒造り

に関心を寄せておりましたので、今回は特に、コウジカビ

(麹菌)を巧みに利用して醸造する日本酒造り、酵母、麹菌、

乳酸菌など様々な微生物の働きを利用して醸される。とい

う解説を深めたいと切に思っておりました。 

 酒造りのの解説書が、在ったのです！！さすが、伊丹は

清酒発祥の地。『童蒙酒造記』と『寒元造様極意伝』の二冊

が編さんされておりました。 

*酒造記は江戸時代初期の銘醸地・摂津鴻池(現兵庫県伊丹

市内)の流派を中心に酒造りの全般に渡って解説している

酒造技術書。現在ではほとんどつくられなくなった乳酸発

酵利用の新酒用菩提もと、高温糖化の煮もと、通常の生も

とについての技術は貴重な情報である。と記されておりま

した。 

*極意伝は、摂津伊丹流の寒造りの酒造技術書で、寒造り特

有の水の加え方と蒸米の温度加減、加温用の暖気樽による

温度調節、もとから添(そえ)に至るまでの温度管理・水の

量・日数について解説していて、いわゆる「伊丹流」の酒

造技術がよくわかる。と、記されておりました。 まさに、

貴重な市の財産だと 深く感銘をうけております。 

 

    旅の途中で出会った人たち旅の途中で出会った人たち旅の途中で出会った人たち旅の途中で出会った人たち    

   3 班 施 菀蘋さん    

 

9月 島根県の出雲大社へ行って

きました。台風の影響で風と雨が強

すぎて、立っているのも大変でした。

「せっかく出雲まで来たので、どう

しても参拝したいなあ～」と思って、傘をしっかり持ちな

がら、出雲大社へまっすぐ向かいました。出雲大社といえ

ば「縁結び」の神様として有名なので、私は日本で過ごす 1

年間で、あらゆる人々と繋がるいいご縁を祈りました。 

そして 次の日は広島に向かう予定で

したが、台風の影響でＪＲは全て運転を見

合わせることになりました。仕方がないの

で昨日と同じゲストハウスにもう一泊し

ました。同じ部屋のルームメイト 2 人は東

京から遊びに来たそうです。みんな自分の仕事や、これか

らの旅行の予定などいろいろな話をしていました。 

翌日、ようやく広島に着いて、宮島のロープウェイを乗

った時に、九州熊本から来たおばあちゃんとおじいちゃん 6

人に出会いました。私は簡単

な日本語しか話せないですが、

親切なおばあちゃんたちはゆ

っくりしゃべってくれました。 

それにとっても素敵な扇子

をいただきました。おじいち

ゃんが扇子にいい言葉を書い

てくれました。「たのしい旅

を！九州熊本のおじいさん・

おばあさんより」と書いてあ

ります。 



日本のお年寄りの優しさにふれて、すごく感動しました。

思いがけなくとても心に残る思い出になりました。 

にほんに来てからもう半年になりましたが、多くの日本

の人々と知り合い、毎日過ごしております。これからもで

きるだけ日本語を上手になりますように、頑張りたいと思

います。 

                                         

        七夕のイ七夕のイ七夕のイ七夕のイベントを終えてベントを終えてベントを終えてベントを終えて                

       2 班 神原ひとみさん 

 

いつも梅雨の時期に

ある市岡の七夕イベン

ト。 

今年も皆様のご協力

のお蔭で何とか開催出

来ました。毎年、申し

込みがたくさんある学

習者さんお楽しみの浴

衣の着付け。 

今年はジャマイカの Shauna さん用の特別仕様の浴衣まで

あってとびっきりの笑顔を見れました。男性陣もかなり嬉

しそうにいつもとは違う自分たちの姿をたくさん撮影して

いましたね。浴衣を提供して下さる方々にも感謝していま

すが、なんといっても着付けをして下さる皆様方のお蔭で

素敵な笑顔を見れることに感謝しています 

各テーブルではボランティアの方や学習者さん、小さなお

子様たちが一緒に笹飾りを作ったり、短冊にお願いごとを

書いたりしてるのも毎年の定番の光景となっています。 

イベントの中盤からはステージ上で五味さんによる七夕

の出し物が始まります。毎年色々なアイテムをご準備され

て新しい内容にチャレ

ンジされています。そ

の後はスリランカ人の

2 人の美女 イシャー

リさんとジャナニさん

によるとっても素敵な

民族舞踊を披露して頂

きました。今回のダン

スは嬉しい時などに踊るそうで独特な音色の美しい曲に合

わせてキラキラの衣装

でバッチリシンクロし

たダンスに参加者の皆

さんも感動していまし

た。 

最後に毎年参加して

頂いてます隆勢会の皆

様による三味線と民謡

の披露にも会場の皆様

から大きな拍手が起こ

りました。みなさん一緒に歌う七夕の歌も雰囲気を盛り上

げてくれました。 

全員での集合写真の撮影には毎年大きな声を使います。

大勢の参加者が 1 枚に収まるようにきゅっと集めるのが至

難の業です。ぐだぐだな司会で、うまく進行出来ませんで

したが、皆様のご協力によりまして何とかイベントが出来

ました事に感謝致します。 

皆さんが短冊に書いたお願い事がきっと叶いますように。

自分の分も含めてお祈りしています。        謹賀新年  
 皆さま素晴らしい新年を迎えられたことと存じます。 

 昨年 20 周年記念式典をご担当されたボランテイア・学習者の

みなさんありがとうございました。 

 今年も市岡日本語教室よろしくお願いします。 

 

 さて、今年の冬は、暖冬で南の国から訪日した学習者の皆さ

んも楽しい休暇が送れたことと思います。 

 また、ご親族のところに帰省された学習者の皆さんも多いこと

でしょう。 

 今年も、冬休みのお話から日本語スタートしましょう。 

 

 新聞報道によるとインフルエンザは新年か

ら流行すると報道しています。特にご健康に

ご注意ください。 

 

  新年は、1 月 8 日（金）からスタートしていま

す。 以下のスケジュールで開催します。 

 

 1 月 8 日 港区民センター 

 1 月 15 日 港区民センター 

 1 月 22 日 港区民センター 

 1 月 29 日 港区民センター    

 2 月 5 日 港区民センター 

 2 月 12 日 港区民センター 

 2 月 19 日 港区民センター 

 2 月 26 日 港区民センター 

○ 3 月 4 日 弁天町弁天町弁天町弁天町 ORC200ORC200ORC200ORC200 生涯学習センター生涯学習センター生涯学習センター生涯学習センター 

 3 月 11 日 港区民センター 

 3 月 18 日 港区民センター オープンクラス 

本年度の教室は本年度の教室は本年度の教室は本年度の教室は 3333 月月月月 18181818 日で終了です。日で終了です。日で終了です。日で終了です。    

 

新入生を募集中新入生を募集中新入生を募集中新入生を募集中ですですですです    

学習者の皆さんも、お友達を誘ってご参加ください。 

毎週金曜日のよる７時から 8 時 30 分に港区民センターの 2 階で

行っています。 

ホームページで日程を確認してください。 

 

  ボランテイアの皆さんへボランテイアの皆さんへボランテイアの皆さんへボランテイアの皆さんへ 

  今年も広報班から各種原稿をお願いすると思います。 

  どうぞよろしくお願いします。 


