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NPO法人 地球市民反の会

第 2回 1総会 開 催 さ れ 鶉

2012(平 成 24)年 5月 19日 (日 )18時 、東勝寺において第 2回通常総会が開催
された。

○黒澤理事長から総会挨拶に続き、会員に向けて昨年度活動への謝意と本年度活動への参

加と協力要請がなされた。また、新規会員開拓を含む会員募集の協力依頼もあつた。
○事業報告では、23年度の「諸会議・打ち合わせ」「助成金の受領・申請状況 (2011
年度は 10万円、2012年 度は40万円)」

「会報年 4回発行、NPOの チラシ作成」
「PC2台寄贈」等の説明があつた。

○部門別の事業報告は各担当者から報告があった。(日 本語教室、子ども学習支援教室、ス
ペイン語教室、華道教室)

○続く議題として、2011年 度の事業報告と決算報告、2012年 度の事業計画と予算、

役員改選、その他があった。

以上全ての議題に関して出席者により承認された。

その他本総会において討議された主なものは以下の通り :

◇TERRAと も交流サロン :昨年、各教室間の交流を図るため交流サロンを行つたが、思
つたほどの参加がなかった。関係者に対して早めに通知することで参加者が増えるので

はとの意見があり、本年度は 8月 25日 午後 5時(場所未定)に交流サロンを行 うことを

決定早めに関係者に伝えることにした。

◇日本語教室の教材 :市販のテキス トをコピーして使用することがあるが著作権上の問題
が派生するのではないかとの意見があり、早急に対応することにした。

◇MINTOMO交流会 :12月 に湘南台で実施するMINTOMO交流会(餅つき、踊り等)に

ついて、運営主体は望月理事が行つている学習支援教室のメンバーだが、藤沢市主催の

活動との位置づけから、当会がどういう形で関与すれば良いのかとの議論があつた。本

活動に関しては、藤沢市から金銭的支援、当会から人的支援を行 うことで整理した。

◇藤沢市国際化協会について :藤沢市長交代に伴い、国際化協会設立の動きが止まつてい

る。注意深く見守る必要があるのではないかという意見があつた。

◇綾瀬国際友好協会の赤瀬氏(当 会正会員)よ り、日本語教室等綾瀬市の国際交流活動状況

について説明を受けた。当会と綾瀬市交流協会との交流を深めていく方向を確認 した。

☆総会閉会後引き続き、懇親会が開催され様々な話題を肴 (さ かな)にのどをうるおしな

(さ かな)と いえば・ 0 0がら「TERAと も」の充実について語 り合つた。



スがいイン翻醤潮罐羹C鴻機子 ～スペィン語教室訪問レポート～
6月 9日 (土 )、 湘南台公民館で行われているスペイン語教室を訪問しました。この教室

では、アルゼンチン出身のノルマ先生を中心に、湘南台地区に住む中南米出身の子供たち

に母国語であるスペイン語を教えています。

教室は毎週土曜日です。クラスは 2つに分かれ、大きい子どもは 10時 30分から12時

30分、小さい子どもは 11時から12時 30分までのクラスになつています。6月 9日 に訪間

した時には、10数名の子どもたちが和気あいあいと学習をしていました。小さい子どもた

ちは、スペイン語の歌を歌つたりして自然にことばを身に着けるような工夫がなされてい

ました。また、6月 16日 が「父の日」だつたため、その日の教室では、手作りの紙人形な

どお父さんへのプレゼントを創意工夫して制作していました。

7月 末には、みんなで横浜にサーカスを見に行くことになっていて、お母さんたちが手作

りのパンやケーキを教室で販売し資金つくりをしていました。 (取材 :稲川)

肴 (さ か な )と は ?
語源は「酒菜 (さかな)」 である。もともと副食を「な」といい「菜、魚、肴」の字をあてた。つ

まり、酒を飲むときの「な (おかず)」 の意味であつた。「さかな」という言葉から魚介類を想像す

るが、酒の席で食べるものであれば枝豆や天ぶら、かまばこや焼き鳥など「つまみ」はすべて肴 (さ

かな)と いうことになる。また、食品以外でも酒席を盛り上げる話題、遊びや隠し芸、歌や踊りな

ど酒席の「つまみ」となる娯楽は肴 (さかな)である。 ちなみに、魚類を「魚 (さかな)」 と呼ぶ

ようになつたのは江戸B寺代だという。副食の代表格は「うを (後の「うお」)」 であることから「う

お」に魚の字をあてられ今日の魚類を意味する字として定着したらしい。

ところで、この夏はビアガーデンが繁盛しているという。「暑い夏は屋外で冷たいビールを飲も

う :節電ビアガーデン」の職旗 (のぼりばた)まで登場 した。エアコンの普及と反比例するかたち

で消えていつた屋外のビアガーデンは、かつては夏の風物詩だつた。しかし昨年の夏から今年にか

けて様叔な形で復活してきた。エアコンに頼らずビールを飲んで楽し<涼もう |と いうキヤッチコ

ピー。節電にプラス、健康にもプラス、人FB3関係作りにもプラス、良いことずくめのよう 。・・

私はペルーから来た奥問ファーナと申します。 日本に来てから20年になります。

TERRAと も日本語教室で勉強しようと思つたきつかけは、日本での生活のた

め、特に仕事や子どもの学校のためです。

教室に通い始めてから3年 6ヶ 月になります。私は今 「みんなの日本語と読解を学

習しています。私の目標は日本語を上手に話すことです。これから日本の新間を読

むこともやつてみたいと思います。

<感想> テキス トの勉強のほかに日本の文化についていろいろ話を聞きました。

新しい知しきが増えて楽しいです。日頃の生活の中でわからないことを先生に教え

てもらつてとてもたすかりました。

鉢講座1難膵揺介慮す



薫麟 寺『絣馘 饒畿 』扮 蛛 種 憮 鯰 螂 量
夏休み恒例の行事 “お泊り会"が、8月 18(上 )～ 19(日 )、 1泊 2日 の日程で東勝

寺を会場として開催 します。この行事は、「日本人の子どもと日本に住む外国籍の子どもた

ちが共同生活を行 うことにより相互理解を図る事業」として実施してきた。今回は坐禅や

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

間を大学生に企画段階から関わつてもらい、新しいメニューを開発

することにしました。「お寺で共に遊び食事をし泊まる」宿泊体験行

事の充実をめざしています。 募集人員は30名、参加費 1500
円となっています。参加ご希望の方は、〒、住所、氏名、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 10日 まで「地

球市民友の会」に申し込んでください。

べ トサ…喜無 か
`ら

8)。メー プレ霧 輝
食事のとき欧米人は、左手にフォーク、右手にすイフを持ち机の縁に手首のあたりを置き、「八」の字のよ

うに構え讀す。スプーンを使う時はフォーク、ナイフは 置いてスプーンのみを使うようです。フォークは熊

手のように構え、もっぱら物を上から「刺す」ことに使います。ナイフは物を切るとき以外は、フォークを補

佐するように使います。

ベトナムでは食事のとき、「箸、フォーク、スプーン」 (ナイフは置いてありますがあまり使いません。ベ

トナム麺類のときは左手にスプーン、右手に箸が基本。高級レストラン以外はあ<までも洋式のスプーン ;中

華料理のときのレングではありません。ご飯もののときは、人によリクセがあるらし<、 米飯を箸で食べる人、

フォークで食べる人、スプーンで食べる人、オカズも同様にそれぞれです。スプーンはよ<ナイフの代わりに

使つているのを見かけます。ここで欧米人と大き<違うのがフォークの使い方です。日本人を含めてアジア人

の多くはフォークを掬うように「右手」で使いますが、欧米人はスパゲッティとかチャーハンのようなもの以

外「掬う」ように使うことはほとんどありません。あ<までも左手で上から「束」して」使うのが基本、掬うの

はスプーンの役割です。

ベ トナムでは、一般のレストラン、食堂でも日本の味0曽 汁のように何かしらのスープが、日本より小さめ

のお椀でついてきます。ベトナム人はこれをスプーンで掬つて飲みます。日本、中国のようにお椀に□を付け

ることはほとんど見受けられません。 (もちろん、中国でもレングを使用するのがマナーなのかもしれません

が、よ<お椀を直接□にしているのを見かけます)フ ォーなどの麺類のときもスプーンでスープを飲むのが普

通です。屋台でフォーを食べている人はドンプリに口をつけてましたが、日本のラーメン屋ではレングを使う

ところが多いですね?

ベ トナム料理・・・とは言ってもおそら<は中国からの影響を強く受け、さらに当然ですがフランスの影響

もあるでしょう。しかし、中国、フランスまた日本では料理としての洗練さ 。・・材料の切り方、火加減、調

味料を入れるタイミングとか料理法、味付け、盛りかた 。・・などに基準というか体系があります。こういう

世界とは大き<差があると悪います。南国でデルタの豊かな水にささえられ食材は、ゲテモノを含め豊富なハ

ズですが、「料理文化として確たる体系があるか」というと、そこまではないように思います。やはり長<混

舌しが続いていてそのような余裕がなかった、生き延びるのに必死だつたからでしょうか。お店は、①道路脇に

小さなプラスチックのイスとテーブル・・・屋台 ②ビル 1階の倉庫または駐車場のような薄暗いところに

簡単なイスとテーブル、通りとへだてるドアなどなく。・・食堂かなというような感じで、お客がいないと駐



車場にイスとテープルがあるだけのように見える (広さは 10人 <らい入る所から 100人くらい入るよう

な所まである)③  通りからガラス越しにレストランだ、とわかる入り□がある・・・我々が普通に思うレ

ストラン ④ ③より 1ラ ンク上と言う感じがするレストラン ⑤高級レストラン ⑥超高級レストラ

ン・・・⑤⑥は高そう !と思わせる雰囲気プンプン、お客は欧米人はじめ韓国、台湾、日本人と子連れのべ 卜

ナム人金持ち・・・分類するとこんな感じ・・・

1品の値段が①では約 80円～120円②で約 160円～320円 ③が②のうえで約 800円 <ら いまで、

④で約 800～2,400円くらい ⑤⑥がそれ以上。当然高級ホテルは⑤⑥ですから、高級ホテルのコーヒー1

杯で③のレストランで夕食が食べられます、日本でもそうですね。

普通の人が食べるべトナム料理といえば、野菜が多<、 魚は丸ごと揚げてあるか、煮てあり、肉はほとんど

カタ<、 気を付けないと砕けた小さな骨が残っていて歯茎を傷つけます。上の分類③、④の多<はこれらが「ひ

と皿 :ワ ンプレート」で出され、これに上述したスープ、ときにバナす 1本、スイカ 1切れ、ライチ5,6
粒などつ<こ とが多いのです。味は香辛料の多いものは少な<、 日本人にはなじみやすいと思います。

最近増えているのが「日本食レストラン」です。スシ、ヤキ トリ、天ぶら・・・おにぎり、ラーメン、うど

ん 。・・何でもあります。これらのほとんどが雰囲気は和食屋さん、という外装、内装をしていて、値段は当

然⑤⑥。駐在員と接待されるベ トナム人、金持ちベトすム人、欧米、台湾、韓国の方なでいつも混んでいます。

こちらの日本語雑誌によると、魚でもエビ、力二でも高級品はみんな日本へ輸出していて、当地に出回るもの

は 2級品であるため、イイ店は築地から空輸する 。・・だから高<なるそうです。けれど、駐在員、旅行者

は人件費、土地建物費用の分が安いから、日本に比べたら安いと感じる?・ ・・ 。いや、そんなこと気にして

いないで ドンドン食べて、飲みますから夕食 1回で約 1万円ほど使つても気にならないのですが、当地の大

学卒初任給が 300∪S$程度つまり2万円から 3万円程度ですから・・・ 。日本人は金持ちだ !と闇うのは

当たり前です。最近日本人を狙ったバイクによる「ひつた<り」が増えているのも、こういう食事の光景を目

の当たりにして獲りた<なるのですかね?

政府にお金がないのとは反対に、個人は不思議と余裕があります。携帯電話は路上の物売りのオバチャン、

オジチャンも持つてますし、バイクは一人 1台なんて普通。金持ちの車はベンツ、BMW、 レクサス・・ 。し

かも多<は最上車種。PC、 IPad、 スマホはカフェで 1日中使つてる。

こういうカフェは数限りな<あります。20人～300人入るような大きいもの、庭園のようなところ、大き

な本をそのま故店の中に残して、天丼は空。ただしコーヒー1杯が約 200～400円、これ 1杯で短<て 1

時間長い人は半日、食事しながら新聞読んで、PC使 つて 1日中いる人もいます。とにか<、 個人の生活はみ

んな !い ったい誰が8寺間とかルールとか作り出したんだ !と いう感じの人ばかりです。突然ですがベ トナムは

金 (キ ン)の個人所有量、世界第 2位だそうです。

これは「小さな政府と豊かな国民」と言えるのでしょうか?  (今 福民生)

これからの主な行事・お知らせ

日時 : 8月 18日 (上)19日 (日 ):東勝寺

☆丁ERRAとも交流サロン 日時 : 8月 25日 (土)場 所 :やよい

日8寺 : 9月 15日 (土) 場所 :東勝寺境内

☆忘年会 (年末懇親会)  日時 :12月 30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11日、 18日、25日の3日間予定しています


