
T饉謳笏又鰊 鮨
NPO法人 地球市民反の会

RAX:0466‐ 44‐0452  Eメ ール :npO.terratomo@gmail.coln  HP:http〃 www.terratomo.com

颯 鰺 綺 忙 ξ覗鶉 餞 ,5颯膊 愕
～出発、再生、復活のシンボル ;サ クラが咲いた～

2012年 (平成 24年)4月 、今年も

全国各地で入学式や入社式が行われた。期

待と不安を抱きながらも希望への道に一歩

踏み出す季節は笑顔が一杯。新人だけでな

く周 りの人々も自然と笑顔になる。そして、

その笑顔に文字通 り花を添えるのが桜の花

である。今年は例年になく寒い日が続き開

花の時期が遅れ、ここ藤沢では 4月 5日 の

小中学校の入学式では桜は咲いていなかっ

た。 4月 も2週 目に入 り暖かい日が続きい

つもの美しい花を楽しむことができた。
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上原公園の近く境川沿いに咲く見事な桜

桜といえば、アメリカの歌手のシンディー・ローパーが桜の苗本を贈呈したとい

うニュースが思い起こされる。昨年 3月 11日 、震災発生直後に来日し、余震と原

発事故の不安が広がる中、「私にできることは音楽。私の歌で少しでも勇気を、元

気を与えることができるなら、それが私の仕事」と言って、使用電力を極力抑え、

自ら募金箱を手に義捐金を集めながらコンサー トを行い、日本人にエールを送った。

その時再来日を誓ったシンディは、約束通 り震災から1年後の3月 5日 、東 日本大

震災で津波の被害を受けた宮城県石巻市立大街道小学校を慰問し、持ち歌を披露し

たリサインや握手をするなど交流を持った。また、桜の苗木 10本を子ども達に手

渡した。同校は津波で校舎の 1階が水没し、児童や近隣の避難民 500人が孤立。

屋上にSOSの文字を掲げて救出を待つた場所だ。アメリカの歌手が、復興と再生
のシンボルとして桜の苗本を選んだという粋な行いに感動した。桜の苗木も子ども

達もすくすく成長し、近い将来美 しい花を咲かせてくれることを、そして東 日本の

被災地の復興を心から祈 りたい。

地球市民友の会の 24年度の活動もスター トした。「明日の花、みんな今 日の種
の中」をモットーに新たな気持ちで活動を進めていきたい。



これまで当団体を支えてくださいました皆様はじめ 1人でも多くの方々のご支援
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

躙兆繭翁鰊儡鵞覺靡颯餡鍼狡.薇
椒 言

2月 26日 (日 )、 藤沢市労働会館において、「平成 24年度藤沢市公益的市民活

動助成事業」の公開プレゼンテーションが行われた。地球市民友の会は、昨年度初
めてその初期コースに応募したが、私たちの活動が認められ 10万円の助成金をい

ただくことができた。平成 24年度は 1月 に発展コースに申請を出し、2月 26日
に黒澤、稲川、澤野の 3人で公開プレゼンテーションに臨んだ。その結果、発展コ

ース応募の 8団体中 トップで審査を通過、40万円の助成金をいただくことが決ま
つた。これも当団体の活動を支えてくださつている方々のおかげであり、その活動

が藤沢市に認められた結果だと考えている。ご支援ご協力してくださっている皆様
とともに喜びたいと思 う。

膨―・∫ミーがな時リユーース.DQ審辣蠅
3月 3日 (土 )、

「第 5回ふじさわイーパーツリユース PC寄贈プログラム寄贈式・

講習会」が藤沢市市民活動推進センターで開催された。今回は 2011年 12月 23日

(金・祝)か ら2012年 1月 30日 (月 )ま での期間に応募があった 11団体 (15台

申請)の 中から、申請団体のパソコンの必要度や将来性を加味し厳正な審査 (イ ー

パーツと推進センターによる)が行われ、 9団体に寄贈されることになった。

認定NPO法 人 イーパーツはリユースPCで、被災地のNPOや 市民活動を応

援する事業を展開している団体である。

地球市民友の会は 2010年 10月 にNPO法
人になったばか りの団体で、活動に必要なものが

まだまだ揃つていない。以前から日本語教室で使

うPC、 事務処理用 として使えるPCが あればと

願つていた矢先、この度 2台 もプレゼン トしても

らうことになり大喜び ! 写真は日本語教室で寄

贈 PCを前に生徒 さんと先生で記念撮影 したもの。

みんなで有意義に活用していくこと確認した。本当に感謝、感謝です。

六餃日本語数室密襦介します
六会日本語教室は、六会駅前公民館で第 2・ 第 4の土曜日9:30～ 12:00に行つて

います。公民館は駅前公園の中にあります。そこは、六会日大前駅の東口より歩い

て 2～ 3分で、広い公園には桜やけやき等の大きな本があり、地域の方々が手入れ

をされている四季折々の花が咲く花壇もあります。昼間は多くの人たちに利用され

ている公園ですが、土曜の早い時間はお散歩の方が通るくらいの静かな環境なので、

学習に集中できる所です。教室では、一人一人の状態に合わせ、丁寧にゆっくりと



サ.ポー トをする事に注意 して勉強をすすめています。 日本語はひらがな・カタカ

ナ・漢字を使 う難 しいものです。そこがいやにならない様に、気持ち良く学習でき

る環境づくりを心がけています。また、地域の方に絵手紙や折り紙などを教えてい

ただき、今では季節の行事となりました。日本の文化に親しんでもらう良い機会だ

と思つています。

これからも、地域の中で子供たちを見守りながら、安心して学習に取り組めるよう

に微力ではありますが、進めて行きたいと思っています。    (堀  千鶴 )

ベ トナ ム か らの メー ノレ#g
ベ トすムでは今、すごい勢いで英語学習熱が広まっています。小学生から社会人まで、夜F85も 土

曜も日0理 も英語学校は人でいつぱいです。私のいるホテルにはこういう英語学校で英語を教える、

英国人、オース トラリア人、ニュージーラン ド人、力すダ人などが 1～2か月の単位で滞在してお

り、年1可回か順番に来て、ある一定の単位を教えているようです。シンガポール、イン ドネシア、

タイ・・ 。などの国を巡回教授しているとのことでした。

ベ トナムには F∧ H∧ S∧ という国営の本屋が全土に 60店舗ほど、ホーチミン市内には 10店

以上あり、あらゆる種類の本を売っていますが、6、 7害」がベ トすム語で書かれた本、2、 3害」が

英語の本、その他 :中国語、韓国語の本が 1害」あるかないか、日本語の本は辞書が 3,4種類だけ

です。英語の本はケンプリッジとオックスフォー ドの幼稚園レベルから小～高校、大学、さらに充

実しているのが産業分野別の英語学習テキス トです。看護師、医師などの医療エキスパー ト向け、

スチュワーデスなど Cabin Crew向 け、Automobne lndustry従 事者むけ、Petro Chemical

lndustry従事者むけ 。・・Restaurant watter,wattressむ け、Ca‖ center operatorむ け、あ

りとあらゆる産業分野別の英語訓練テキス トが用意されています。時FB3をかけて英語力全般を身に

着けるより、基礎的英語が終わつたら、早<現場で仕事ができるよう実務的英語を身に着けるほう

が効率的であり、その中でもっと上を目指す人は自主的に努力向上すればいいという考えです。

一万、日本語はといいますと、日本国としての日本語教育の方針がまった<あ りません。ベ トす

ムに進出する日系企業数の予漫]をもって経済界とベ トすム人日本語要員の必要数、嚇要日本語レベ

ル、その教育サポー トを検討、政府民FB3と応分の分担、負担をする 。・ 。こんな体系だつたものは

ありません。大学は別として、ベ トすム人経営のソロバン塾 (ち ょっとイメージが古い)のような

ものが、何人かの日本人非常勤講師を置いてやつている日本語学校に頼つているようです。そこの

日本人教師もほとんどが薄給で生活するのが精一杯、彼女らのボランティア的働きによって支えら

れている状態です。高級な語学学習体制でもフランスのアリアンセ 。フランセーズ、イギリスのブ

リティシュ・カウンシル、 ドイツのゲーテ 。インスティテュートのような国を挙 |ずた体制はありま

せん。後追いの中国にさえ「子L子学院」というキチンとした国家戦力にのつとつた体制があります。

標準カリキュラム、テキス ト、講師派遣 (キチンと中国語教育教授法を身に着けた)などは「中国

政府の負担」です。日本はJICA,国 際交流基金・・・ほか多<の省別タト郭団体により日本語教

育がそれぞれバラバラになされている状況です。

ベ トナムは資源豊かな国なのです。食料も鉱物資源 (産業が発達してないから需要も少ない)も足

りている。面倒<さいこと考えるより、おいしいもの (中国人、日本人、欧米人からしたらオイシ

イものとは言えないかも)が食べられ、お金のある人はじゃれたカフェで、ない人は道端の小さ



いプラスチックのイスに座って、何 0春間もワイワイ、ガヤガヤとたわいない話を日がな一日過ご

す 。・ 。それでいいと思つているのではないか、と思うこともあります、もちろん悪いことではな

い。一般的な感覚で言うと、明らかに中国人の金銭的、競争的上昇志向には、はるかに及びません。

中国には欧米社会とは違つた秩序 (良いとは思えないものが非常に多いとしても)があり、改革解

放後、多<の摩擦を引き起こしながら、擦り含わせようとしてきたように思います。べ トナムはそ

の秩序がどこにあるのかよ<わからない 。・ 。

果物はた<さんある、メコン河は水がたくさんある、日に 2,38薔 FB3の スコールはあっても、3
日間続けて雨が降るようなことはほとんどない (中部ではあるらしい)。 これが工業イヒ社会になつ

たら、「9時はじまり」といつたら「運亥」しないで 90寺には来ないと工場のラインが動かない」丁

∨は時間にコントロールされているし、電車などのインフラが整えばそれなりの時間感覚は必要に

なつて<る 。・・・明日 10時に !と声をかけたら、早い人が 10時 15分に来てプラブラしてい

る、次の人は 30分ごろ来て、ヤアヤア先週はさ 。・ 。と雑談して後の人を待ち、11時ころ全員

が集まつてワイワイと盛り上がって食事をし、適当におなかが膨れたらトイレに行つたまま ドロン

と消え、2,3人になつたから今日は終わりにして帰ろう !なんていうこともな<なるのでしょう。

これがな<なるのが近代イヒというのでしょうか ?悪いとか、嫌いだとか言つているわけではないで

すが・・・ (今福民生)

☆NPO法 人地球市民反の会 第2回通常総会

日時 :5月 19日 (土)午後5時～  場所 :東勝寺

内容 : 2011年度事業報告、収支報告

2012年度事業計画、収支計画、他

※会員の皆様には往復はがきでご案内しています

☆お泊まり会

日時 :8月 18日 (上)19日 (日 )

☆流しそうめん

日8寺 :9月 15日 (土 )

☆年末懇親会

日時 :12月 30日 (日 )

私達の活動のサポーターになつて<ださい !

私達の活動へのご支援ご協力を宜しくお願いいたします

○ 正会員 年会費2,000円 /1□以上

○ 賛助会員 個人2,000円 /1日以上

団体2,000円 /5□以上

・正会員は活動にご参加いただける方 (どの活動に参加するかは自由)

賛助会員は活動に参加できないが、活動にご賛同いただける方。
・会費は4月 1日 から3月 31日までの 1年間とします。


