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２０１５（平成２
（平成２７）年５月３
）年５月３
）年５月３０日（土）１
日（土）１７時、東勝寺客殿において第
時、東勝寺客殿において第５
時、東勝寺客殿において第５回通常総会が開催さ
回通常総会が開催さ
れた。黒澤理事長
れた。黒澤理事長から
から昨年度活動への謝意と本年度活動への
昨年度活動への謝意と本年度活動への
昨年度活動への謝意と本年度活動への更なる
更なる協力依頼の挨拶
依頼の挨拶があった。
があった。議
長の進行により以下の議題が審議された。
長の進行により以下の議題が審議された
。
議題１【議長選出】澤野理事が議長に選出された。

議題２【２０１４年度（平成２６年度）事業報告
題２【２０１４年度（平成２６年度）事業報告 各教室事業報告】について稲川理事よりプロ
ジェクターを使い報告（配布物と同じ報告の内容）説明がなされ、承認された。
議題３【２０１４年度（平成２６年度）収支計算書】について稲川理事より説明
について稲川理事より説明され承認された
され承認された。
議題４【２０１４年度（平成２６年度）監査報告】について神山監事より適正な収支がなされて
いるとの監査報告がなされ承認された。
議題５【２０１５度（平成２７度）事業計画】について稲川理事より別紙事業計画に基づき説明

がなされ可決された。
収支計画】について稲川理事より収支計画に基づき説明がな
議題６【２０１５度（平成２７度）
議題６【２０１５度（平成２７度）収支計画】について稲川理事より収支計画に基づき説明がな

され可決された。
議題７【理事・監事の退任・選任】について澤野理事より以下の説明がなされた。
本日をもって内田道夫理事と神山史監事が退任されるので石渡裕司・神山史
の二人を新任
本日をもって内田道夫理事と神山史監事が退任されるので石渡裕司・神山史の二人を
願いすることを
承認可決された
理事に
理事に、後藤真弓を新任監事に
後藤真弓を新任監事に
後藤真弓を新任監事にお願い
することを図り、承認可決された
議題８【その他】については以下の意見が出された

① 当法人の運営の安定のため会員の増加を図った方が良い、ふじさわ国際フェスティバ
ルに今年も参加し当法人を大いに宣伝し会員を募りたい

②

のマネージャーより次
古徳景子マリンバ奏者
古徳景子マリンバ奏者のマネージャーより次
の様なお礼が有ったことが報告された。「中古
楽器をメキシコに贈呈したいという長年の課

題が NPO 法人地球市民友の会とクロネコヤマ
ト運輸の協力により、想定外のハードルをいく
つか越えながら今回発送できることが正式に
つか越えながら今回発送できることが正式に
市民友の会の皆
決まりました
りました。理事長始め
理事長始め地球市民友の会の皆

様に感謝申し上げます。
感謝申し上げます。」
が尽くされ午後６時３０分に議長より閉会がなされた。
審議、意見交換
、意見交換が尽くされ午後６時３０分に議長より閉会がなされた。

６月２０日（土）ＭＩＮＴＯＭＯ教室の終了後、湘南台駅西口にある「菊華大飯店の飲茶館」
でＭＩＮＴＯＭＯ

＆

ＴＥＲＲＡとも交流会を開催した。地球市民友の会（通称ＴＥＲＲＡと

も）のもとで活動しているＭＩＮＴＯＭＯ日本語教室の先生、文教大学ＨＯＰの学生やＮＰＯ役
員と関係者など２０名ほどが集まった。ＴＥＲＲＡともの仲間でありながら、なかなか集まる機
会がなかったが、今回念願かなって実現できた。短い時間ではあったが、和やかにかつ有意義な
話し合いの時間
が持てた。活動
の目指すねらい
を同じくするＴ
ＥＲＲＡともの
仲間の縁が深ま
った交流会であ
った。

夏休み恒例の行事「お寺に泊まろう！」の参加者（小学生）を募集
しています。８月２２（土）～２３（日）、１泊２日の日程で東勝寺
において、
「日本人の子どもと日本に住む外国籍の子どもが共同生活
を行うことにより相互理解を図る事業」として実施してきたもので
ある。坐禅や清掃、流しソーメン、花火やスイカ割り等のこれまで
のメニューに加えて、お楽しみの時間を盛り込むなど、
「お寺で共に
遊び食事をし、泊まる」宿泊体験行事の充実を図ってきた。 募集人員は３０名、参加費１００
０円。申込は〒、住所、氏名、生年月日、電話番号を明記の上、ＦＡＸかＥメールまたはハガキ
にて８月９日まで「地球市民友の会」へ申し込んでください。

９月の恒例行事になった「流しソーメンを楽しむ会」を９月１９日（土）、東勝寺境内で実施
する。NPO 地球市民友の会の日本語友の会、学習支援教室、スペイン語教室の各教室の生徒、
先生、親、お泊まり会参加者や NPO 関係者等が寺に集まり、夏なら
ではの風流な流しソーメンを楽しもうという趣旨で毎年実施してき
たものである。長い孟宗竹でこしらえた樋を流れ下るソーメンを箸
でお椀にすくい取って食べる！みんなでワイワイ！なかなか楽しい
ものである。 参加申込案内は各教室で配布予定。問い合わせは「地
球市民友の会」まで。

Hola! オラ！

皆さま、こんにちは。マリンビストの古徳景子
マリンビストの古徳景子です。
です。

こちらメキシコのチアパス、州都 Tuxtla Gutierrez(トゥクストラ・グ
Gutierrez(トゥクストラ・グ
ティエ―レス
ティエ―レス)は相変わらず
は相変わらず 30°～
°～38°Ｃの暑い日が続いています。日本ほど四季の移り変わりはあ
°Ｃの暑い日が続いています。日本ほど四季の移り変わりはあ
りませんが、それでも 7 月に入ると雨期になり、雷と共に豪雨がやってきます。暑さは変わらず夏の
到来です。
チアパスに住み始めてから早くも 6 年が経ちました。言葉の壁や文化の違いに戸惑いながらも、仕
事、出産、育児、演奏活動を続けております。そんな中、私の体験した文化の違いをテーマに、今回

はお話しさせて頂きます。
させて頂きます。
南米・メキシコと聞いてまず思い浮かぶのは、人々が「陽気」である。という事ではないでしょう

か？

メキシコ人は本当に皆、陽気なのか？

私の出した答えはイエス！！

チアパス州はグアテマラの国境に位置し、亜熱帯気候で暑い日が続きます。その気候も手伝って

人々は、冷たくてスカー とした、ちょっとほろ苦い飲み物！ ビールが欲しくなり、水のように飲
人々は、冷たくてスカーッとした、ちょっとほろ苦い飲み物！
みほします。また、チリ（辛い）ソースをたっぷりかけた皆の大好きな国民食タコスには、コカ・コ
ーラが良く合うのです。そのせいか、何とメキシコはアメリカを越え、コカ・コーラ消費国ナンバー

ワン！ そして肥満大国もアメリカを越えナンバーワン！
私が臨月を迎え大きなお腹をかかえていた時ですら、お友達に「最近、太ったんじゃない？メキシ
コ人体型になったね」と言われるほどです。
出産を終え、元の体型に戻ると今度は「日本人は太らなくて、良い体質を持っているから
いいね」と
出産を終え、元の体型に戻ると今度は「日本人は太らなくて、良い体質を持っているからいいね」と
（笑）。油いっぱいのったお肉のタコスとコカ・コーラをやめたら、ずいぶんと痩せられると思うの
ですが……。でも、そのおいしいタコスに病みつきで止められないのがメキシコ人。
彼らの食習慣からオーバーウエイトの体型でも、何も恥じることなく、ピチピチの服（しかも原色が

多い）を着て堂々と歩いています。
人目を気にしないで自分の思う通りに、自分らしく生きて行く！
歯切れの良いリズムの音楽が流れていれば、どこでも踊る（体が自然に、動いてしまうのだろうな
ぁ～）。もちろん誰も止める人はいません。フィエスタ（パーティ
ー）となれば、ビールに美味しい
。もちろん誰も止める人はいません。フィエスタ（パーティー）となれば、ビールに美味しい
タコスはもちろん！のりの良い音楽がかかれば、もう気分は最高潮！
フィエスタは彼らのなくてはならない日常でありコミュニケーションの場であり、誕生日、ベビーシ
ャワー（産まれてくる赤ちゃんのお祝い）、出産祝い、国民の休日祝い、年末年始、母の日、父の日、
子どもの日、先生の日、生徒の日、理由がなくても集まりたい日はフィエスタ！
フィエスタを主催する人の知り合いでなくても、招待されていなくても、友人の友人の友人でしたら
参加する事が出来るので、彼らは本当にフィエスタが大好きなのです。
事や人目など、
「気にしな～い！」人生。
「自分らしく楽しく笑いながら生きようよ！」を繰り
小さな事や人目など、
返してフィエスタ生活をしている所から、彼らの「陽気」は産まれているように思います。

「陽気だからかな？まじめにして欲しい」と思う事もあります！
例えば、同じ物を買ったとしても作り手によって、時間によって、その場のシチュエーションによっ
て、差が出る事があります。
世界で展開
展開する○○○ハンバーガーで食事をした時のことです。それぞれ好きなハンバーガーを注
する○○○ハンバーガーで食事をした時のことです。それぞれ好きなハンバーガーを注
文し、さあ～食べようとハンバーガーを手に取ったのですが、なぜか薄い。あっ
文し、さあ～食べようとハンバーガーを手に取ったのですが、なぜか薄い。あっ！トマトとレタスが
マトとレタスが
入っていなかったのです
入っていなかったのです！
写真と余りにも違いすぎるし、パンとお肉だけではあまりにもひどい！これじゃ、一番安いハンバー
ガーと同じではないか！と思い、店員に話すと、もうトマトとレタスが切れてしまったから無いとの
事。じゃあ、その商品を売らないで！と思うのですが「ソースの味はこのハンバーガーの特別なもの
だし、味はトマトとレタスがなくても同じだよ。どうぞめしあがれ」と満面の笑みで言われてしまい
ました。
日本でこんな事
日本でこんな事があって
があって告発でもしようものなら
でもしようものなら、社長が出てきて報道陣に囲まれ記者会見するよぉ
でもしようものなら、社長が出てきて報道陣に囲まれ記者会見するよぉ
～と思いなが
ながら、お肉とパンだけのハンバーガーを食べました。
ら、お肉とパンだけのハンバーガーを食べました。
私もこの陽気さで、細かい事には気にせず、毎日おおらかに生活をしていると、ストレスを感じる
ことは少なくなったように思います。
～陽気でいると笑顔でい れる。そんなポジティブなメキシコ生活の一面でした
～陽気でいると笑顔でいられる。そんなポジティブなメキシコ生活の一面で
れる。そんなポジティブなメキシコ生活の一面でした～
次回のテーマは日本とはこんなに違う「メキシコの出産」をお届けいたします。
それではまたお会いできる日まで Hasta Pronto!
藤沢にゆかりのあるマリンビスト古徳景子さんは、メキシ
されています。また、地球市民
コを拠点として世界で活躍されています。また、地球市民
コを拠点として世界で活躍
友の会の会員としてご協力をいただいております。
通りコンサートを行うことになっ
９月に来日され、右の通りコンサートを行うことになっ
９月に来日され、右の
ています。チケットご希望の方は、イープラス
e+http://eplus.jp かエルスカルマリンバ 080-5442-3617
080
3617 に
お問い合わせください。

お知らせ
これからの主な行事・
これからの主な行事・お知らせ
☆お泊まり会
お泊まり会

日（日）場所：東勝寺
日時： ８月２２日（土）２
８月２２日（土）２３日（日）
：東勝寺

☆流しそうめん
流しそうめん

日時： ９月１９日（土）
９月
日（土） 場所：東勝寺境内

☆TERRA
TERRA とも交流会

日時： ９月２５日（金） 場所：やよい（相鉄フレッサイン）

☆ふじさわ国際交流フェスティバル
ふじさわ国際交流フェスティバル
日時： 11 月 8 日（日） 場所：藤沢駅サンパール広場
☆MINTOMO
MINTOMO 交流会

日時： 12 月 5 日（土） 場所：湘南台公民館

☆年末国際交流会
年末国際交流会

日時：１２月２７日（日） 場所：東勝寺

※詳細は別途チラシでお知らせします

◎８月の日本語教室は８
◎８月の日本語教室は８日、
日、２２
２２日、２９
日、２９日の３
日、２２日、２
日の３日間実施。

