
　日本と米国カリフォルニア州間の姉妹
都市協定が初めて締結されたのは、１９
５７年大阪市 -San Francisco、横浜
市 -San Diego、岡山市 -San Jose、

仙台市 -Riverside、三島市 -Pasadena の諸都市間
で爾来 65 年、現在では 109 の都市町村に及んでい
ます。岸和田市は1992 年市制 70 周年を機に地勢や
国際空港に隣接する立地条件が似ている South San 
Francisco（SSF）と 81 番目の姉妹都市協定が締結
されました。
　パンデミックな COVID-19 は残念ながら殆んどの
姉妹都市間の国際交流、イベント、及び他の活動の中
止を引き起こしました。しかし CJSCN ではこの非常
に困難な時期に屈することなく、“Connect”「繋ぐ」
を目標に、“Staying Strong Together”「一緒に強
いままでいよう」をキャッチフレーズに国際文化交流
と平和に共通の興味を持つ新しい友だち作りのための
リソースの共有と支援しているネットワークです。この
大きな組織を立ち上げ、統括しているのが、CJSCN 会
長Meg Mizutaniさんで、
且つ全米 - 日本姉妹都市
ネットワークの幹部役員も
兼ねておられるVIP です。
　このようなビッグな方か
ら、SSF 姉妹都市協会会
長 Frank McAuley さん
の仲介で、所用で来日中
に、数多くの関係諸団体
の中から、岸和田市国際
親善協会 塩屋 裕副会長
に名誉ある面談のお申し
出がありました。しかしコ
ロナ禍の制約の中で来岸
は実現できず、後日帰国
後 改めてオンラインによ
る ZOOM Meeting とな
りました。

　私たち岸和田市国際親善協会は、基本的に姉妹都市
協定の当事者ではなく、Stakeholder/ 利害関係団体
であるため、岸和田市との具体的な姉妹都市関連事業
への参画に関しては言及できません。COVID-19 の収
束が不透明な中で、姉妹都市間の交流をどのように進
めるべきかに関しての一般的な意見交換となりました。
現状では対面交流に変わるオンライン交流が主体とな
らざるを得ないので、殆んどの姉妹都市間では、若者
と大人を交えた相互のローカルな文化紹介が主流となっ
ているそうです。
　このオンライン ZOOM Meeting のために事前に交
換されたお互いのキャリアーについての相互質問、Meg
さんがどうして Sebastopol 市に移住され、CJSCM
会長に就任されたのか、大きな組織を統括するご苦労、
塩屋さんの新聞、TV、ラジオ、映画、医療通訳など多
分野での国際交流活動の話題で盛り上がり、大変貴重
なオンライン交流でした。
　SSFとの姉妹都市締結30周年行事が実現されれば、
是非来岸をお待ちしています。　　　　　　（広報部会）

※編注：原文のまま掲載しています。
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Since 1989

カリフォルニア - 日本姉妹都市町村一覧表
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無料配布中

　岸和田市は、2022年11月1日に市制
施行100周年を迎えます。
　市の誕生の翌年1923年には「和泉葛
城山ブナ林」が国の天然記念物に指定
されています。
 「ブナ林から茅渟の海へ：小さなひとしずくは、やがて大海となった : One little drop become the 
ocean 」（ 岸和田市制70周年記念誌から）と100年前から海外との深い交流が予感されています。
　1927年にはアメリカの子どもたちから、日米親善のため中央小学校に「青い目の人形」5体が贈られ、
1964年には市内で東京オリンピック聖火リレーがありました。
　1989年には、岸和田市国際親善協会が設立され、1990年中華人民共和国広東省汕頭市と友好都
市となり、1992年には米国カリフォルニア州サウスサンフランシスコ市と姉妹都市協定が締結され、現
在は中華人民共和国上海市楊浦区、大韓民国ソウル特別市永登浦区と4都市と姉妹・友好都市がありま
す。1994年には第1回泉州国際市民マラソン大会の開催、関西国際空港開港と海外との繋がりがます
ます増えてきました。
　1970年の大阪万博の頃は市内では見かけることがほとんどなかった外国人も2021年には岸和田市
在住の外国人が約2747人もいます。
　今はコロナ禍のため、思うように国際交流ができませんが、日本語サロンでは外国人のため市内５か
所で日本語の支援を行い、KIMONOクラブでは日本の伝統である着物を海外の方に着てもらい交流を
深めています。また私達が海外の地理や歴史、文化を知るため、海外の方に自国の紹介をしていただく
English Open Caféを実施しています。
　それぞれの活動が岸和田市のHPの中にある「岸和田市市制施行100周年記念カウントダウン写真」
に掲載されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （広報部会）
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　「ZOOM」という名前を聞いたことがある方は
多いのではないでしょうか？コロナ感染を避けるた
め、対面ではなく PC やスマホの画面を通じて人
と人が顔を見ながら会話するのを可能にするソフトウェアです。この
コロナ禍の状況下、仕事の会合やミーティング、習い事、家族の里帰り、
交流活動など、密を避けるために諦めてしまった経験がある方は多い
はず。でも、このソフトを使えば、実際にイベントにほかの仲間と参
加して、顔を見ながらの交流することが可能になります。そして、こ
の ZOOM を使ったことがない初心者向け講習が、2 月 12 日男女共
同参画センターにて、公民館パソコンクラブ講師の牛谷幹彦さんを講
師に迎え対面式とオンライン形式の両方を取る形で実施されました。
　ZOOM のソフトをインストールするところからスタートした講習は、
１時間半経つ頃には、参加した互いの顔を一つの画面上で確認しあえ
る段階まで行き着くことができました。「オンライン」＝「難しそう…」
「面倒なんじゃない？」というイメージが付き物ですが、講習を通じて「こ
ういうものなのね」という理解が広がった様子でした。中には、「これ
なら、以前「にゅ～とぴあ」でも掲載されていた外国の方のホームビ
ジットが、自分たちにも可能になるんですね」とおっしゃる方も。

　ZOOM が、遠く離れた友人
とのマスク不要交流を可能にし
てくれます。マスク顔が当たり
前の昨今、マスクを外したあり
のままの友人の顔を忘れずにい
たいものです。　（虻江詩奈子）

初心者向け ZOOM 講習会

　KIMONOクラブは毎月第 2、第 4土曜日13 時 30
分からマドカホールホールで活動しています。若い時か
ら着物好きで、現役を退き余生は好きな着物に係る趣
味を持とうと、当協会の KIMONO クラブの存在を知
り仲間入りしました。
　ここではまず自分で着物を美しく着られるようになる

ことを学び理解した上で、他の人に着せてあげること、特に海外の方々に
着物を楽しんでもらえるように、一緒に着付けを体験します。会の皆さん
は語学堪能で教室は 3～ 4 か国語が飛び交い、日本語しかできない私で
すが海外の方々の持ち前の明るさやジョークなど何時も、和やかで笑いが
絶えず心が通じ合い楽しくアッという間に時間が過ぎてしまいます。時には
着物を着て桜の花見や茶話会もあります。
　数年前海外に住む友人の子供さんの結婚式で、日本から来た友人が振
袖を着て出席されとても現地の人に大人気で喝采を浴びたというエピソー
ドを聞き、誇らしい気持ちになりました。着物は 2000 年の歴史があり、
王朝から長い伝統の中で培われた何千色もの色彩や染織技術で普遍的な
価値を持つ日本文化として現代まで引き継がれてきました。着物を着る事
は心を優雅にして気持ちが引き締まります。世界に誇れる着物文化を海外
の方々にも関心を持って楽しんでいた
だけるよう、今後も精進し交流を深め
ていきたいと思います。
　出来上がった着物姿で毎回撮る集合
写真は、皆幸せな最高の笑顔が溢れ
ています。ぜひ KIMONO クラブを一
度覗きに来てみませんか。（池内恭子）

クラブ紹介

　睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea Syn-
drome/SAS）とは、上気道が塞がるか、狭くな
ることによって、「呼吸不全」の状態で睡眠中に
呼吸が何度も止まる病気で、激しいイビキを伴
うのが特徴です。睡眠中の 1時間当たりの無呼
吸時間が 10秒以
上で且つ無呼吸回
数が 5回以上の状
態を指します。
　検査時の私の状
態は無呼吸のため肺に酸素が運ばれず、血中酸
素濃度の低下を引き起こし、心臓から血液が全
身にまわらないので、放置すると結果的にはあ
らゆる組織が壊疽、壊死状態になるので、身体
的負担が甚大でした。医師からは「あなたはい
つ突然死になってもおかしくない危機的状態で
した。」と宣告を受けました。SASは不治の病
で、対症療法は唯一CPAP療法です。睡眠時に
装置し、ホース・鼻マスクを介して、空気を気道
に送り、常に圧力をかけて気道が塞がらないよ
うにする治療方法です。
　SAS患者は新型コロナウィルス感染症に罹
患するリスクが約８倍と高く、しかもECMO装着
などの呼吸不全を発症する重症化リスクは２倍
にのぼることが明らかにされています。新型コロ
ナワクチン接種の優先順位は、医療従事者、高
齢者、基礎疾患となっているが、基礎疾患でも
接種順位が糖尿病、高血圧、慢性呼吸疾患、免
疫疾患、そして最後にSASが指定されている。
しかし私にとってこの接種優先順位ではメリッ
トはなく、それより早く接種可能な通常の接種
順位でワクチン接種を受けることになった。た
かがイビキ、されどイビキ。SASは放置すると
大変怖い病ですので早期治療が必要です。私
の数値は、最長180秒（平均30秒）、54回（単
純計算で呼吸時間は１時間にわずか 6分）で
ある。無呼吸回数危険度からみると、一般的に
10回以上を黄色、30回以上を赤色、40回以
上を重症と分類されているが、私の場合は「超」
重症に該当します。更に血中酸素飽和度最低値
は 78%で、ECMO（人口心肺）装着患者の
80%も下まわり、エベレスト山頂にいる時と同
程度の価に匹敵するそうです。　　（塩屋　裕）

《 ワクチン優先接種対象・
　　　睡眠時無呼吸症候群 》

　エル ムンド とはスペイン語で「世界」を意味し
ます。国際化の時代にあわせ世界のカルチャー、
ファッション、旅行、ライフスタイル等々がどんどん
変わりつつあります。その中で皆さんが日常生活で
感じたことを題材にとらわれず、自由に投稿してい
ただくという趣旨のコラムです。

　コロナ禍の中、第15期日本語ボランティア養成講座初級クラスが昨年の7月8日から12月23日まで開講されました。
受講生は今、各サロンへ見学実習中です。さて今回、受講生のみなさんの講座と見学実習での感想をご紹介します。

実際にボランティアとして参加で
きるのは日本語ボランティア養成
講座上級クラスを修了後です。
新ボランティアとして活躍される
日を楽しみにしています！　　

（広報部会）

《第15期日本語ボランティア養成講座初級修了》

★見学実習について★講座について
・それぞれの方のニーズに応じた教え方
をし、愛情深く学習者の皆さんに接し
ている。
　
・日本語サロンが居場所としての役割を
果たしていると感じました。
　
・アットホームで生徒も大変熱心だった。

・自分自身の日本語の知識を深めること
の必要性を感じた。

・コロナウィルス感染症の影響でサロン
生が少ないことに驚きました。

・文法が難しく、日本人なら当然のよ
うに理解できること、感覚でわかる
ことを外国人に伝えることの難しさ
を改めて思い知った。　

・日本語ボランティアのニーズはいろ
いろなところにあり、ニーズに応じ
た日本語を教えるべきで画一的な
ものではないということがわかりま
した。　

・教えるという事ではなく共に学ぶと
いう事が大事だと考えました。

　11月19日（金）、毎年恒例となって
いるみかん狩りを岸和田市北阪町の
「洋光園」で行いました。当初は、11月
12日（金）の予定でしたが、午前中から
雨が降ったり止んだりの不安定な天気
にヤキモキして中止としました。

　19 日に延期したものの、また雨ならどうしようかと不
安な気持ちでいましたが、当日はそんな不安な気持ちを
払拭してくれる絶好のレジャー日和となり、安堵しました。
根っからの心配性で、余計
な気を回し過ぎるのが私の
悪い癖ですが、みかん狩り
に参加して下さった皆さん
の笑い声や、楽しそうな話
し声を聞いてホッとし、私
も甘いミカンを頬張りみか
ん狩りを楽しみました。
　みかん園のご主人の話では、今年は出来のいい年に当
たるので、甘くて美味しいと言っていましたが、その通り
でした。サロン生の中には、本国でみかん狩りの習慣が
なく、毎回楽しみで参加して下さる方もいます。
　特に今回はコロナの影響で、家にいる日々が多く、日
本語サロンも開催出来ず、サロン生とボランティアの方と
のコミュニケーションが取れない中でのみかん狩りで、大

変意味深い交流の場となりました。参加者は、
サロン生 7名、ボランティア8名、幼児 1名、
16 名の参加でした。今期の日本語サロンは
コロナ過での開催で、予定の半分程度の日
程となりました。サロン生の皆さんには不
充分だと思います。
　サロン生の皆さんに少しでも満足して頂
けるようこれからも尽力してまいります。

（部谷和代）

恒例のみかん狩りで交流会
東岸和田日本語サロン

み
か
ん
狩
り
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態は無呼吸のため肺に酸素が運ばれず、血中酸
素濃度の低下を引き起こし、心臓から血液が全
身にまわらないので、放置すると結果的にはあ
らゆる組織が壊疽、壊死状態になるので、身体
的負担が甚大でした。医師からは「あなたはい
つ突然死になってもおかしくない危機的状態で
した。」と宣告を受けました。SASは不治の病
で、対症療法は唯一CPAP療法です。睡眠時に
装置し、ホース・鼻マスクを介して、空気を気道
に送り、常に圧力をかけて気道が塞がらないよ
うにする治療方法です。
　SAS患者は新型コロナウィルス感染症に罹
患するリスクが約８倍と高く、しかもECMO装着
などの呼吸不全を発症する重症化リスクは２倍
にのぼることが明らかにされています。新型コロ
ナワクチン接種の優先順位は、医療従事者、高
齢者、基礎疾患となっているが、基礎疾患でも
接種順位が糖尿病、高血圧、慢性呼吸疾患、免
疫疾患、そして最後にSASが指定されている。
しかし私にとってこの接種優先順位ではメリッ
トはなく、それより早く接種可能な通常の接種
順位でワクチン接種を受けることになった。た
かがイビキ、されどイビキ。SASは放置すると
大変怖い病ですので早期治療が必要です。私
の数値は、最長180秒（平均30秒）、54回（単
純計算で呼吸時間は１時間にわずか 6分）で
ある。無呼吸回数危険度からみると、一般的に
10回以上を黄色、30回以上を赤色、40回以
上を重症と分類されているが、私の場合は「超」
重症に該当します。更に血中酸素飽和度最低値
は 78%で、ECMO（人口心肺）装着患者の
80%も下まわり、エベレスト山頂にいる時と同
程度の価に匹敵するそうです。　　（塩屋　裕）

《 ワクチン優先接種対象・
　　　睡眠時無呼吸症候群 》

　エル ムンド とはスペイン語で「世界」を意味し
ます。国際化の時代にあわせ世界のカルチャー、
ファッション、旅行、ライフスタイル等々がどんどん
変わりつつあります。その中で皆さんが日常生活で
感じたことを題材にとらわれず、自由に投稿してい
ただくという趣旨のコラムです。

　コロナ禍の中、第15期日本語ボランティア養成講座初級クラスが昨年の7月8日から12月23日まで開講されました。
受講生は今、各サロンへ見学実習中です。さて今回、受講生のみなさんの講座と見学実習での感想をご紹介します。

実際にボランティアとして参加で
きるのは日本語ボランティア養成
講座上級クラスを修了後です。
新ボランティアとして活躍される
日を楽しみにしています！　　

（広報部会）

《第15期日本語ボランティア養成講座初級修了》

★見学実習について★講座について
・それぞれの方のニーズに応じた教え方
をし、愛情深く学習者の皆さんに接し
ている。
　
・日本語サロンが居場所としての役割を
果たしていると感じました。
　
・アットホームで生徒も大変熱心だった。

・自分自身の日本語の知識を深めること
の必要性を感じた。

・コロナウィルス感染症の影響でサロン
生が少ないことに驚きました。

・文法が難しく、日本人なら当然のよ
うに理解できること、感覚でわかる
ことを外国人に伝えることの難しさ
を改めて思い知った。　

・日本語ボランティアのニーズはいろ
いろなところにあり、ニーズに応じ
た日本語を教えるべきで画一的な
ものではないということがわかりま
した。　

・教えるという事ではなく共に学ぶと
いう事が大事だと考えました。

　11月19日（金）、毎年恒例となって
いるみかん狩りを岸和田市北阪町の
「洋光園」で行いました。当初は、11月
12日（金）の予定でしたが、午前中から
雨が降ったり止んだりの不安定な天気
にヤキモキして中止としました。

　19 日に延期したものの、また雨ならどうしようかと不
安な気持ちでいましたが、当日はそんな不安な気持ちを
払拭してくれる絶好のレジャー日和となり、安堵しました。
根っからの心配性で、余計
な気を回し過ぎるのが私の
悪い癖ですが、みかん狩り
に参加して下さった皆さん
の笑い声や、楽しそうな話
し声を聞いてホッとし、私
も甘いミカンを頬張りみか
ん狩りを楽しみました。
　みかん園のご主人の話では、今年は出来のいい年に当
たるので、甘くて美味しいと言っていましたが、その通り
でした。サロン生の中には、本国でみかん狩りの習慣が
なく、毎回楽しみで参加して下さる方もいます。
　特に今回はコロナの影響で、家にいる日々が多く、日
本語サロンも開催出来ず、サロン生とボランティアの方と
のコミュニケーションが取れない中でのみかん狩りで、大

変意味深い交流の場となりました。参加者は、
サロン生 7名、ボランティア8名、幼児 1名、
16 名の参加でした。今期の日本語サロンは
コロナ過での開催で、予定の半分程度の日
程となりました。サロン生の皆さんには不
充分だと思います。
　サロン生の皆さんに少しでも満足して頂
けるようこれからも尽力してまいります。

（部谷和代）

恒例のみかん狩りで交流会
東岸和田日本語サロン
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　今回のゲストはミズーリ州出身のダンさんです。子供
時代を広大な農場で過ごし、トラクターや馬に乗り牛
の搾乳もしていたそうです。コツがあるみたいですね。
乳牛が色々な事を教えてくれたと話されました。花畑や
雪景色の写真を見て美しい所だと思いました。
　17 歳から海兵隊で働き 37 歳で退職（38 歳から年
金が支給されたそうです）その後、宣教師として活動さ
れることになりました。海兵隊では 1980 年岩国、
1988 年普天間で働き、日本の基地の中では三沢が 1
番素晴らしいと話されました。教会での色々な活動の
写真は、 皆さん本当に楽しそうな表情をしています。宇
宙飛行革命についても熱く話されました。 完全民間宇
宙飛行「Inspiration4」で民間人 4人のクルーが宇宙

での3日間の滞在を終えて無事に
地球へ帰還したこと。日本人（前
澤友作氏）により構想、出資され
る民間人初となる 月周回プロジ
ェクト「dearMoon」が計画さ
れていること。身近になってきた
宇宙旅行、皆さんは宇宙飛行を体験してみたいですか。
　ダンさんのお話は本当に壮大で興味深いものでした。
今回初めて EOC に参加された（日本人 4 名、外国人
2 名）皆さんも「素晴らしかった」「長い間岸和田に住ん
でいるのに会の事を知らなかった。来て良かった」など
話されました。行動することは大切ですね。  （高橋文子）

　皆さんは南アフリカの赤道近くにあるコンゴ民主共和
国をご存知でしょうか。
　コンゴ民主共和国は雨季と乾季があり、金やダイヤ
モンドなどの鉱物が採掘されている自然豊かな国です。
12 月のゲストはそんなコンゴ民主共和国ご出身の
Ruth Kaseba さんに来ていただきました。彼女はご結
婚していて、3 人の子供のお母さんです。彼女は母国
語のほかに日本語と英語、フランス語が話せます。彼
女のご実家はクリスチャンで、彼女の父は教会の牧師さ
んをされているそうです。
　コンゴで通われていた大学で化学工学を学んだ後、
奨学金で国際キリスト教大学（ICU）へ留学されました。
ICUでは化学について学び、東京のケミカルカンパニー
に勤めてエンジニアの仕事をしていました。その後コン
ゴ民主共和国に戻り、去年大阪に再び来日しました。

　現在は大阪の八尾に住んでお
り、日本に来日されて 5 年以上
とのことです。彼女が化学者を目
指したのは子供の頃、おもちゃ
がどうやって作られたか興味があ
って分解したことがきっかけだそ
うです。
　彼女は現在、旦那さんと共にHunger zeroを目指し、
母国のコンゴ民主共和国のためにさまざまなボランティ
ア活動をしています。Hunger zero とは飢餓のない世
界を目指す活動で、食糧支援や農業、牧畜などの支援
が主な活動です。彼女は日本の文化が大好きで、日本
人の丁寧さや礼儀正しさに感動しています。またどの地
域に行っても大きな格差がないところも魅力に感じてい
るそうです。　　　　　　　　　　　（大南エメリータ）

Ruth Kaseba さん
（コンゴ民主共和国）

12/18
（土）

　今回のゲスト、ホーチミン出身のタイさんは来日 7
年。大きなヴィジョンを持ち、その実現に向けて現在
は関西空港で29人のベトナム人実習生を管理、教育、
通訳するという責任あるお仕事に就いておられます。
タイさんはたいへんな努力家で、日本語能力検定で最
難関の N1 をお持ちです。黒板にベトナム語を書き、
日本語訳をスラスラと漢字交じりで書かれ、一同
「おぉー！」と感嘆しました。まったく長年勉強してい
る自分の英語のスキルとは？という感じです。
　そんな彼のヴィジョンとは、ベトナムと日本で（直訳
かつ有体に言えば）売れそうなものを相互に輸入して
売りお金儲けをするというものですが、同時に比較的
立ち遅れている人々を雇用しスキルアップすることを目
指しています。「チャリティー」と仰ってましたが、私

はビジネスを通じて自分と社会と
を豊かにしていくことだと理解し
ました。言うは易く行うは難しと
思いきや、彼の日本語学校→大
学→貨物ターミナルでの経験の全
てが一直線上にあり、その無駄
の無さと言ったら！もうすぐにでも成功しそうな勢いを感
じました。
　そうそう「ベトナム語のレッスンをします！無料です！」
とのことです。最後に一日中使える XIN CHAO（シン
チャオ！）という挨拶を習いましたが、笑顔で手など振
りながら言えばバッチリだそうです。教え方もお上手で
した。　　　　　　　　　　　　　　   　（梶谷美加）

1 /15
（土）

Huynh Trong Tai さん
（ベトナム）

2 /19
（土）

Dan Ellrick さん
（アメリカ）

日本語

第9回

岸和田を いっしょに
歩きましょう！

きしわだ

ある

　こふん　　　　　ねん　いじょう　まえ　　つく　　　　　つち　　　も　　　　はか

＊古墳： 1300年　以上　前に　造られた、土を　盛った　墓

長さ130m、後円部径75mの　前方後円墳（前が　四角で、後ろが

丸い形）で、1600年前に　造られたと　考えられています。

また　まわりに　濠が　ありました。　今は　池に　なっています。

　　なが　　　　　　　こうえんぶけい　　　　　 ぜんぽうこうえんふん　まえ　　　しかく　　　　うし

　　まる　かたち　　　　　　　ねんまえ　　　つく　　　　　　　　かんが

　　　　　　　　　　　　　　ほり　　　　　　　　　　　　　いま　　　いけ

第２回 【久米田池古墳群】
だい　かい　　く め だ　いけ　こふん　ぐん

JR阪和線　久米田駅から　だいたい　８００m　歩いたところに　古墳が　たくさんあります。
　　はんわせん　　く め だ えき　　　　　　　　　　　　　　　　　ある　　　　　　　　　　こふん

① 貝吹山古墳
　　かいぶきやまこふん

② 無名塚古墳
　　むめいづかこふん

③ 風吹山古墳
　　かぜふきやまこふん

　せいき　　はじ　　　　つく　　　　　　ちょっけい

やく　　　　　　えんぷん（まる　かたち）
5世紀　初めに　造られた　直径

約26mの　円墳（丸い形）です。

ぜんちょうやく　　　　 えんぷんぶけい　　やく　　　　　　こふん　　　　　　せいき　　はじ

つく　　　　　　　　かんが　　　　　　　　 く め だこうえん　　　なか

　　　　　　　　　　　　　こふん　　　　きしわだし　　　　してい　しせき　　し　　　　き

れきし　　　　　　じゅうよう　　　いせき　　　　　　　　　　　　　　　　　もちのき　こふん

じょろうづかこふん、こうみょうづかこふん、　し あ み ほうし づ か　こふん、　ながさかこふん

　　　　　　こふん

ちか　　　　　く め だ　でら　　く め だ　いけ　　　　　　　　　　さくら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　い

全長約71m、円墳部径　約59mの古墳です。5世紀　初めに　

造られたと　考えられます。久米田公園の　中に　あります。

これら　３つの　古墳は　岸和田市の　指定史跡（市が　決めた　

歴史のある　重要な　遺跡）です。このほかにも　持ノ木古墳、

女郎塚古墳、光明塚古墳、志阿弥法師塚古墳、長坂古墳の　

８つの　古墳が　あります。

近くに　久米田寺　久米田池が　あります。桜が　とても　きれいです。ぜひ　見に　行って　ください。

※イラストマップ、写真は、岸和田市HPより引用
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お問い合わせや感想などは事務局まで

虻江詩奈子・内田満弥・塩屋 裕・西村紀子・三森すみ代編集担当

TEL&FAX （072）457-9694
メール kokusai@sensyu.ne.jp

No.131

■英語クラブ、KIMONOクラブ生随時募集■２０２２年度総会
【日　時】　５月７日（土）１４：００～
【場　所】　浪切ホール４階 交流ホール
＊詳しくはチラシをご覧のうえ、出席のご連絡を事務局へ
　お願いします。

■English Open Café
各国からのゲストをお招きし、英語でプレゼンをして
いただき交流を図ります。
【日　時】　９月以外の第３土曜日１３：３０～１５：３０
【場　所】　マドカホール　3F 視聴覚室
【費　用】　無料
　＊事務局へお申込みください。（先着20名まで受付します）

初級英語クラブ
中級英語クラブ「あすなろ」
上級英語クラブ「カンガルー」
KIMONOクラブ
　＊其 １々回無料体験できますので、事務局へお申込みください。

第２・４水曜日１０：００～１２：００
第２・４土曜日１０：００～１２：００
第１・３水曜日１０：００～１２：００
第２・４土曜日１３：３０～１５：３０



　「ZOOM」という名前を聞いたことがある方は
多いのではないでしょうか？コロナ感染を避けるた
め、対面ではなく PC やスマホの画面を通じて人
と人が顔を見ながら会話するのを可能にするソフトウェアです。この
コロナ禍の状況下、仕事の会合やミーティング、習い事、家族の里帰り、
交流活動など、密を避けるために諦めてしまった経験がある方は多い
はず。でも、このソフトを使えば、実際にイベントにほかの仲間と参
加して、顔を見ながらの交流することが可能になります。そして、こ
の ZOOM を使ったことがない初心者向け講習が、2 月 12 日男女共
同参画センターにて、公民館パソコンクラブ講師の牛谷幹彦さんを講
師に迎え対面式とオンライン形式の両方を取る形で実施されました。
　ZOOM のソフトをインストールするところからスタートした講習は、
１時間半経つ頃には、参加した互いの顔を一つの画面上で確認しあえ
る段階まで行き着くことができました。「オンライン」＝「難しそう…」
「面倒なんじゃない？」というイメージが付き物ですが、講習を通じて「こ
ういうものなのね」という理解が広がった様子でした。中には、「これ
なら、以前「にゅ～とぴあ」でも掲載されていた外国の方のホームビ
ジットが、自分たちにも可能になるんですね」とおっしゃる方も。

　ZOOM が、遠く離れた友人
とのマスク不要交流を可能にし
てくれます。マスク顔が当たり
前の昨今、マスクを外したあり
のままの友人の顔を忘れずにい
たいものです。　（虻江詩奈子）

初心者向け ZOOM 講習会

　KIMONOクラブは毎月第 2、第 4土曜日13 時 30
分からマドカホールホールで活動しています。若い時か
ら着物好きで、現役を退き余生は好きな着物に係る趣
味を持とうと、当協会の KIMONO クラブの存在を知
り仲間入りしました。
　ここではまず自分で着物を美しく着られるようになる

ことを学び理解した上で、他の人に着せてあげること、特に海外の方々に
着物を楽しんでもらえるように、一緒に着付けを体験します。会の皆さん
は語学堪能で教室は 3～ 4 か国語が飛び交い、日本語しかできない私で
すが海外の方々の持ち前の明るさやジョークなど何時も、和やかで笑いが
絶えず心が通じ合い楽しくアッという間に時間が過ぎてしまいます。時には
着物を着て桜の花見や茶話会もあります。
　数年前海外に住む友人の子供さんの結婚式で、日本から来た友人が振
袖を着て出席されとても現地の人に大人気で喝采を浴びたというエピソー
ドを聞き、誇らしい気持ちになりました。着物は 2000 年の歴史があり、
王朝から長い伝統の中で培われた何千色もの色彩や染織技術で普遍的な
価値を持つ日本文化として現代まで引き継がれてきました。着物を着る事
は心を優雅にして気持ちが引き締まります。世界に誇れる着物文化を海外
の方々にも関心を持って楽しんでいた
だけるよう、今後も精進し交流を深め
ていきたいと思います。
　出来上がった着物姿で毎回撮る集合
写真は、皆幸せな最高の笑顔が溢れ
ています。ぜひ KIMONO クラブを一
度覗きに来てみませんか。（池内恭子）

クラブ紹介

　睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea Syn-
drome/SAS）とは、上気道が塞がるか、狭くな
ることによって、「呼吸不全」の状態で睡眠中に
呼吸が何度も止まる病気で、激しいイビキを伴
うのが特徴です。睡眠中の 1時間当たりの無呼
吸時間が 10秒以
上で且つ無呼吸回
数が 5回以上の状
態を指します。
　検査時の私の状
態は無呼吸のため肺に酸素が運ばれず、血中酸
素濃度の低下を引き起こし、心臓から血液が全
身にまわらないので、放置すると結果的にはあ
らゆる組織が壊疽、壊死状態になるので、身体
的負担が甚大でした。医師からは「あなたはい
つ突然死になってもおかしくない危機的状態で
した。」と宣告を受けました。SASは不治の病
で、対症療法は唯一CPAP療法です。睡眠時に
装置し、ホース・鼻マスクを介して、空気を気道
に送り、常に圧力をかけて気道が塞がらないよ
うにする治療方法です。
　SAS患者は新型コロナウィルス感染症に罹
患するリスクが約８倍と高く、しかもECMO装着
などの呼吸不全を発症する重症化リスクは２倍
にのぼることが明らかにされています。新型コロ
ナワクチン接種の優先順位は、医療従事者、高
齢者、基礎疾患となっているが、基礎疾患でも
接種順位が糖尿病、高血圧、慢性呼吸疾患、免
疫疾患、そして最後にSASが指定されている。
しかし私にとってこの接種優先順位ではメリッ
トはなく、それより早く接種可能な通常の接種
順位でワクチン接種を受けることになった。た
かがイビキ、されどイビキ。SASは放置すると
大変怖い病ですので早期治療が必要です。私
の数値は、最長180秒（平均30秒）、54回（単
純計算で呼吸時間は１時間にわずか 6分）で
ある。無呼吸回数危険度からみると、一般的に
10回以上を黄色、30回以上を赤色、40回以
上を重症と分類されているが、私の場合は「超」
重症に該当します。更に血中酸素飽和度最低値
は 78%で、ECMO（人口心肺）装着患者の
80%も下まわり、エベレスト山頂にいる時と同
程度の価に匹敵するそうです。　　（塩屋　裕）

《 ワクチン優先接種対象・
　　　睡眠時無呼吸症候群 》

　エル ムンド とはスペイン語で「世界」を意味し
ます。国際化の時代にあわせ世界のカルチャー、
ファッション、旅行、ライフスタイル等々がどんどん
変わりつつあります。その中で皆さんが日常生活で
感じたことを題材にとらわれず、自由に投稿してい
ただくという趣旨のコラムです。

　コロナ禍の中、第15期日本語ボランティア養成講座初級クラスが昨年の7月8日から12月23日まで開講されました。
受講生は今、各サロンへ見学実習中です。さて今回、受講生のみなさんの講座と見学実習での感想をご紹介します。

実際にボランティアとして参加で
きるのは日本語ボランティア養成
講座上級クラスを修了後です。
新ボランティアとして活躍される
日を楽しみにしています！　　

（広報部会）

《第15期日本語ボランティア養成講座初級修了》

★見学実習について★講座について
・それぞれの方のニーズに応じた教え方
をし、愛情深く学習者の皆さんに接し
ている。
　
・日本語サロンが居場所としての役割を
果たしていると感じました。
　
・アットホームで生徒も大変熱心だった。

・自分自身の日本語の知識を深めること
の必要性を感じた。

・コロナウィルス感染症の影響でサロン
生が少ないことに驚きました。

・文法が難しく、日本人なら当然のよ
うに理解できること、感覚でわかる
ことを外国人に伝えることの難しさ
を改めて思い知った。　

・日本語ボランティアのニーズはいろ
いろなところにあり、ニーズに応じ
た日本語を教えるべきで画一的な
ものではないということがわかりま
した。　

・教えるという事ではなく共に学ぶと
いう事が大事だと考えました。

　11月19日（金）、毎年恒例となって
いるみかん狩りを岸和田市北阪町の
「洋光園」で行いました。当初は、11月
12日（金）の予定でしたが、午前中から
雨が降ったり止んだりの不安定な天気
にヤキモキして中止としました。

　19 日に延期したものの、また雨ならどうしようかと不
安な気持ちでいましたが、当日はそんな不安な気持ちを
払拭してくれる絶好のレジャー日和となり、安堵しました。
根っからの心配性で、余計
な気を回し過ぎるのが私の
悪い癖ですが、みかん狩り
に参加して下さった皆さん
の笑い声や、楽しそうな話
し声を聞いてホッとし、私
も甘いミカンを頬張りみか
ん狩りを楽しみました。
　みかん園のご主人の話では、今年は出来のいい年に当
たるので、甘くて美味しいと言っていましたが、その通り
でした。サロン生の中には、本国でみかん狩りの習慣が
なく、毎回楽しみで参加して下さる方もいます。
　特に今回はコロナの影響で、家にいる日々が多く、日
本語サロンも開催出来ず、サロン生とボランティアの方と
のコミュニケーションが取れない中でのみかん狩りで、大

変意味深い交流の場となりました。参加者は、
サロン生 7名、ボランティア8名、幼児 1名、
16 名の参加でした。今期の日本語サロンは
コロナ過での開催で、予定の半分程度の日
程となりました。サロン生の皆さんには不
充分だと思います。
　サロン生の皆さんに少しでも満足して頂
けるようこれからも尽力してまいります。

（部谷和代）

恒例のみかん狩りで交流会
東岸和田日本語サロン

み
か
ん
狩
り
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　今回のゲストはミズーリ州出身のダンさんです。子供
時代を広大な農場で過ごし、トラクターや馬に乗り牛
の搾乳もしていたそうです。コツがあるみたいですね。
乳牛が色々な事を教えてくれたと話されました。花畑や
雪景色の写真を見て美しい所だと思いました。
　17 歳から海兵隊で働き 37 歳で退職（38 歳から年
金が支給されたそうです）その後、宣教師として活動さ
れることになりました。海兵隊では 1980 年岩国、
1988 年普天間で働き、日本の基地の中では三沢が 1
番素晴らしいと話されました。教会での色々な活動の
写真は、 皆さん本当に楽しそうな表情をしています。宇
宙飛行革命についても熱く話されました。 完全民間宇
宙飛行「Inspiration4」で民間人 4人のクルーが宇宙

での3日間の滞在を終えて無事に
地球へ帰還したこと。日本人（前
澤友作氏）により構想、出資され
る民間人初となる 月周回プロジ
ェクト「dearMoon」が計画さ
れていること。身近になってきた
宇宙旅行、皆さんは宇宙飛行を体験してみたいですか。
　ダンさんのお話は本当に壮大で興味深いものでした。
今回初めて EOC に参加された（日本人 4 名、外国人
2 名）皆さんも「素晴らしかった」「長い間岸和田に住ん
でいるのに会の事を知らなかった。来て良かった」など
話されました。行動することは大切ですね。  （高橋文子）

　皆さんは南アフリカの赤道近くにあるコンゴ民主共和
国をご存知でしょうか。
　コンゴ民主共和国は雨季と乾季があり、金やダイヤ
モンドなどの鉱物が採掘されている自然豊かな国です。
12 月のゲストはそんなコンゴ民主共和国ご出身の
Ruth Kaseba さんに来ていただきました。彼女はご結
婚していて、3 人の子供のお母さんです。彼女は母国
語のほかに日本語と英語、フランス語が話せます。彼
女のご実家はクリスチャンで、彼女の父は教会の牧師さ
んをされているそうです。
　コンゴで通われていた大学で化学工学を学んだ後、
奨学金で国際キリスト教大学（ICU）へ留学されました。
ICUでは化学について学び、東京のケミカルカンパニー
に勤めてエンジニアの仕事をしていました。その後コン
ゴ民主共和国に戻り、去年大阪に再び来日しました。

　現在は大阪の八尾に住んでお
り、日本に来日されて 5 年以上
とのことです。彼女が化学者を目
指したのは子供の頃、おもちゃ
がどうやって作られたか興味があ
って分解したことがきっかけだそ
うです。
　彼女は現在、旦那さんと共にHunger zeroを目指し、
母国のコンゴ民主共和国のためにさまざまなボランティ
ア活動をしています。Hunger zero とは飢餓のない世
界を目指す活動で、食糧支援や農業、牧畜などの支援
が主な活動です。彼女は日本の文化が大好きで、日本
人の丁寧さや礼儀正しさに感動しています。またどの地
域に行っても大きな格差がないところも魅力に感じてい
るそうです。　　　　　　　　　　　（大南エメリータ）

Ruth Kaseba さん
（コンゴ民主共和国）

12/18
（土）

　今回のゲスト、ホーチミン出身のタイさんは来日 7
年。大きなヴィジョンを持ち、その実現に向けて現在
は関西空港で29人のベトナム人実習生を管理、教育、
通訳するという責任あるお仕事に就いておられます。
タイさんはたいへんな努力家で、日本語能力検定で最
難関の N1 をお持ちです。黒板にベトナム語を書き、
日本語訳をスラスラと漢字交じりで書かれ、一同
「おぉー！」と感嘆しました。まったく長年勉強してい
る自分の英語のスキルとは？という感じです。
　そんな彼のヴィジョンとは、ベトナムと日本で（直訳
かつ有体に言えば）売れそうなものを相互に輸入して
売りお金儲けをするというものですが、同時に比較的
立ち遅れている人々を雇用しスキルアップすることを目
指しています。「チャリティー」と仰ってましたが、私

はビジネスを通じて自分と社会と
を豊かにしていくことだと理解し
ました。言うは易く行うは難しと
思いきや、彼の日本語学校→大
学→貨物ターミナルでの経験の全
てが一直線上にあり、その無駄
の無さと言ったら！もうすぐにでも成功しそうな勢いを感
じました。
　そうそう「ベトナム語のレッスンをします！無料です！」
とのことです。最後に一日中使える XIN CHAO（シン
チャオ！）という挨拶を習いましたが、笑顔で手など振
りながら言えばバッチリだそうです。教え方もお上手で
した。　　　　　　　　　　　　　　   　（梶谷美加）
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Huynh Trong Tai さん
（ベトナム）
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Dan Ellrick さん
（アメリカ）
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　こふん　　　　　ねん　いじょう　まえ　 　つく　　　　　つち　　　も　　　　はか

＊古墳： 1300年　以上　前に　造られた、土を　盛った　墓

長さ130m、後円部径75mの　前方後円墳（前が　四角で、後ろが

丸い形）で、1600年前に　造られたと　考えられています。

また　まわりに　濠が　ありました。　今は　池に　なっています。

　　なが　　　　　　　こうえんぶけい　　　　　 ぜんぽうこうえんふん　まえ　　　しかく　　　　うし

　　まる　かたち　　　　　　　ねんまえ　　　つく　　　　　　　　かんが

　　　　　　　　　　　　　　ほり　　　　　　　　　　　　　いま　　　いけ

第２回 【久米田池古墳群】
だい　かい　　く め だ　いけ　こふん　ぐん

JR阪和線　久米田駅から　だいたい　８００m　歩いたところに　古墳が　たくさんあります。
　　はんわせん　　く め だ えき　　　　　　　　　　　　　　　　　ある　　　　　　　　　　こふん

① 貝吹山古墳
　　かいぶきやまこふん

② 無名塚古墳
　　むめいづかこふん

③ 風吹山古墳
　　かぜふきやまこふん

　せいき　　はじ　　　　つく　　　　　　ちょっけい

やく　　　　　　えんぷん（まる　かたち）
5世紀　初めに　造られた　直径

約26mの　円墳（丸い形）です。

ぜんちょうやく　　　　 えんぷんぶけい　　やく　　　　　　こふん　　　　　　せいき　　はじ

つく　　　　　　　　かんが　　　　　　　　 く め だこうえん　　　なか

　　　　　　　　　　　　　こふん　　　　きしわだし　　　　してい　しせき　　し　　　　き

れきし　　　　　　じゅうよう　　　いせき　　　　　　　　　　　　　　　　　もちのき　こふん

じょろうづかこふん、こうみょうづかこふん、　し あ み ほうし づ か　こふん、　ながさかこふん

　　　　　　こふん

ちか　　　　　く め だ　でら　　く め だ　いけ　　　　　　　　　　さくら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　い

全長約71m、円墳部径　約59mの古墳です。5世紀　初めに　

造られたと　考えられます。久米田公園の　中に　あります。

これら　３つの　古墳は　岸和田市の　指定史跡（市が　決めた　

歴史のある　重要な　遺跡）です。このほかにも　持ノ木古墳、

女郎塚古墳、光明塚古墳、志阿弥法師塚古墳、長坂古墳の　

８つの　古墳が　あります。

近くに　久米田寺　久米田池が　あります。桜が　とても　きれいです。ぜひ　見に　行って　ください。

※イラストマップ、写真は、岸和田市HPより引用
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お問い合わせや感想などは事務局まで

虻江詩奈子・内田満弥・塩屋 裕・西村紀子・三森すみ代編集担当

TEL&FAX （072）457-9694
メール kokusai@sensyu.ne.jp

No.131

■英語クラブ、KIMONOクラブ生随時募集■２０２２年度総会
【日　時】　５月７日（土）１４：００～
【場　所】　浪切ホール４階 交流ホール
＊詳しくはチラシをご覧のうえ、出席のご連絡を事務局へ
　お願いします。

■English Open Café
各国からのゲストをお招きし、英語でプレゼンをして
いただき交流を図ります。
【日　時】　９月以外の第３土曜日１３：３０～１５：３０
【場　所】　マドカホール　3F 視聴覚室
【費　用】　無料
　＊事務局へお申込みください。（先着20名まで受付します）

初級英語クラブ
中級英語クラブ「あすなろ」
上級英語クラブ「カンガルー」
KIMONOクラブ
　＊其 １々回無料体験できますので、事務局へお申込みください。

第２・４水曜日１０：００～１２：００
第２・４土曜日１０：００～１２：００
第１・３水曜日１０：００～１２：００
第２・４土曜日１３：３０～１５：３０



　日本と米国カリフォルニア州間の姉妹
都市協定が初めて締結されたのは、１９
５７年大阪市 -San Francisco、横浜
市 -San Diego、岡山市 -San Jose、

仙台市 -Riverside、三島市 -Pasadena の諸都市間
で爾来 65 年、現在では 109 の都市町村に及んでい
ます。岸和田市は1992 年市制 70 周年を機に地勢や
国際空港に隣接する立地条件が似ている South San 
Francisco（SSF）と 81 番目の姉妹都市協定が締結
されました。
　パンデミックな COVID-19 は残念ながら殆んどの
姉妹都市間の国際交流、イベント、及び他の活動の中
止を引き起こしました。しかし CJSCN ではこの非常
に困難な時期に屈することなく、“Connect”「繋ぐ」
を目標に、“Staying Strong Together”「一緒に強
いままでいよう」をキャッチフレーズに国際文化交流
と平和に共通の興味を持つ新しい友だち作りのための
リソースの共有と支援しているネットワークです。この
大きな組織を立ち上げ、統括しているのが、CJSCN 会
長Meg Mizutaniさんで、
且つ全米 - 日本姉妹都市
ネットワークの幹部役員も
兼ねておられるVIP です。
　このようなビッグな方か
ら、SSF 姉妹都市協会会
長 Frank McAuley さん
の仲介で、所用で来日中
に、数多くの関係諸団体
の中から、岸和田市国際
親善協会 塩屋 裕副会長
に名誉ある面談のお申し
出がありました。しかしコ
ロナ禍の制約の中で来岸
は実現できず、後日帰国
後 改めてオンラインによ
る ZOOM Meeting とな
りました。

　私たち岸和田市国際親善協会は、基本的に姉妹都市
協定の当事者ではなく、Stakeholder/ 利害関係団体
であるため、岸和田市との具体的な姉妹都市関連事業
への参画に関しては言及できません。COVID-19 の収
束が不透明な中で、姉妹都市間の交流をどのように進
めるべきかに関しての一般的な意見交換となりました。
現状では対面交流に変わるオンライン交流が主体とな
らざるを得ないので、殆んどの姉妹都市間では、若者
と大人を交えた相互のローカルな文化紹介が主流となっ
ているそうです。
　このオンライン ZOOM Meeting のために事前に交
換されたお互いのキャリアーについての相互質問、Meg
さんがどうして Sebastopol 市に移住され、CJSCM
会長に就任されたのか、大きな組織を統括するご苦労、
塩屋さんの新聞、TV、ラジオ、映画、医療通訳など多
分野での国際交流活動の話題で盛り上がり、大変貴重
なオンライン交流でした。
　SSFとの姉妹都市締結30周年行事が実現されれば、
是非来岸をお待ちしています。　　　　　　（広報部会）

※編注：原文のまま掲載しています。

世界遺産
パタン ダル
ハール広場

カリフォルニア-日本姉妹都市ネットワーク（CJSCN）
会長　Meg Mizutaniさん

市制施行100周年記念事業
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岸和田市国際親善協会

Since 1989

カリフォルニア - 日本姉妹都市町村一覧表

ifa-kishiwada.rinku.org

無料配布中

　岸和田市は、2022年11月1日に市制
施行100周年を迎えます。
　市の誕生の翌年1923年には「和泉葛
城山ブナ林」が国の天然記念物に指定
されています。
 「ブナ林から茅渟の海へ：小さなひとしずくは、やがて大海となった : One little drop become the 
ocean 」（ 岸和田市制70周年記念誌から）と100年前から海外との深い交流が予感されています。
　1927年にはアメリカの子どもたちから、日米親善のため中央小学校に「青い目の人形」5体が贈られ、
1964年には市内で東京オリンピック聖火リレーがありました。
　1989年には、岸和田市国際親善協会が設立され、1990年中華人民共和国広東省汕頭市と友好都
市となり、1992年には米国カリフォルニア州サウスサンフランシスコ市と姉妹都市協定が締結され、現
在は中華人民共和国上海市楊浦区、大韓民国ソウル特別市永登浦区と4都市と姉妹・友好都市がありま
す。1994年には第1回泉州国際市民マラソン大会の開催、関西国際空港開港と海外との繋がりがます
ます増えてきました。
　1970年の大阪万博の頃は市内では見かけることがほとんどなかった外国人も2021年には岸和田市
在住の外国人が約2747人もいます。
　今はコロナ禍のため、思うように国際交流ができませんが、日本語サロンでは外国人のため市内５か
所で日本語の支援を行い、KIMONOクラブでは日本の伝統である着物を海外の方に着てもらい交流を
深めています。また私達が海外の地理や歴史、文化を知るため、海外の方に自国の紹介をしていただく
English Open Caféを実施しています。
　それぞれの活動が岸和田市のHPの中にある「岸和田市市制施行100周年記念カウントダウン写真」
に掲載されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （広報部会）
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　「ZOOM」という名前を聞いたことがある方は
多いのではないでしょうか？コロナ感染を避けるた
め、対面ではなく PC やスマホの画面を通じて人
と人が顔を見ながら会話するのを可能にするソフトウェアです。この
コロナ禍の状況下、仕事の会合やミーティング、習い事、家族の里帰り、
交流活動など、密を避けるために諦めてしまった経験がある方は多い
はず。でも、このソフトを使えば、実際にイベントにほかの仲間と参
加して、顔を見ながらの交流することが可能になります。そして、こ
の ZOOM を使ったことがない初心者向け講習が、2 月 12 日男女共
同参画センターにて、公民館パソコンクラブ講師の牛谷幹彦さんを講
師に迎え対面式とオンライン形式の両方を取る形で実施されました。
　ZOOM のソフトをインストールするところからスタートした講習は、
１時間半経つ頃には、参加した互いの顔を一つの画面上で確認しあえ
る段階まで行き着くことができました。「オンライン」＝「難しそう…」
「面倒なんじゃない？」というイメージが付き物ですが、講習を通じて「こ
ういうものなのね」という理解が広がった様子でした。中には、「これ
なら、以前「にゅ～とぴあ」でも掲載されていた外国の方のホームビ
ジットが、自分たちにも可能になるんですね」とおっしゃる方も。

　ZOOM が、遠く離れた友人
とのマスク不要交流を可能にし
てくれます。マスク顔が当たり
前の昨今、マスクを外したあり
のままの友人の顔を忘れずにい
たいものです。　（虻江詩奈子）

初心者向け ZOOM 講習会

　KIMONOクラブは毎月第 2、第 4土曜日13 時 30
分からマドカホールホールで活動しています。若い時か
ら着物好きで、現役を退き余生は好きな着物に係る趣
味を持とうと、当協会の KIMONO クラブの存在を知
り仲間入りしました。
　ここではまず自分で着物を美しく着られるようになる

ことを学び理解した上で、他の人に着せてあげること、特に海外の方々に
着物を楽しんでもらえるように、一緒に着付けを体験します。会の皆さん
は語学堪能で教室は 3～ 4 か国語が飛び交い、日本語しかできない私で
すが海外の方々の持ち前の明るさやジョークなど何時も、和やかで笑いが
絶えず心が通じ合い楽しくアッという間に時間が過ぎてしまいます。時には
着物を着て桜の花見や茶話会もあります。
　数年前海外に住む友人の子供さんの結婚式で、日本から来た友人が振
袖を着て出席されとても現地の人に大人気で喝采を浴びたというエピソー
ドを聞き、誇らしい気持ちになりました。着物は 2000 年の歴史があり、
王朝から長い伝統の中で培われた何千色もの色彩や染織技術で普遍的な
価値を持つ日本文化として現代まで引き継がれてきました。着物を着る事
は心を優雅にして気持ちが引き締まります。世界に誇れる着物文化を海外
の方々にも関心を持って楽しんでいた
だけるよう、今後も精進し交流を深め
ていきたいと思います。
　出来上がった着物姿で毎回撮る集合
写真は、皆幸せな最高の笑顔が溢れ
ています。ぜひ KIMONO クラブを一
度覗きに来てみませんか。（池内恭子）

クラブ紹介

　睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea Syn-
drome/SAS）とは、上気道が塞がるか、狭くな
ることによって、「呼吸不全」の状態で睡眠中に
呼吸が何度も止まる病気で、激しいイビキを伴
うのが特徴です。睡眠中の 1時間当たりの無呼
吸時間が 10秒以
上で且つ無呼吸回
数が 5回以上の状
態を指します。
　検査時の私の状
態は無呼吸のため肺に酸素が運ばれず、血中酸
素濃度の低下を引き起こし、心臓から血液が全
身にまわらないので、放置すると結果的にはあ
らゆる組織が壊疽、壊死状態になるので、身体
的負担が甚大でした。医師からは「あなたはい
つ突然死になってもおかしくない危機的状態で
した。」と宣告を受けました。SASは不治の病
で、対症療法は唯一CPAP療法です。睡眠時に
装置し、ホース・鼻マスクを介して、空気を気道
に送り、常に圧力をかけて気道が塞がらないよ
うにする治療方法です。
　SAS患者は新型コロナウィルス感染症に罹
患するリスクが約８倍と高く、しかもECMO装着
などの呼吸不全を発症する重症化リスクは２倍
にのぼることが明らかにされています。新型コロ
ナワクチン接種の優先順位は、医療従事者、高
齢者、基礎疾患となっているが、基礎疾患でも
接種順位が糖尿病、高血圧、慢性呼吸疾患、免
疫疾患、そして最後にSASが指定されている。
しかし私にとってこの接種優先順位ではメリッ
トはなく、それより早く接種可能な通常の接種
順位でワクチン接種を受けることになった。た
かがイビキ、されどイビキ。SASは放置すると
大変怖い病ですので早期治療が必要です。私
の数値は、最長180秒（平均30秒）、54回（単
純計算で呼吸時間は１時間にわずか 6分）で
ある。無呼吸回数危険度からみると、一般的に
10回以上を黄色、30回以上を赤色、40回以
上を重症と分類されているが、私の場合は「超」
重症に該当します。更に血中酸素飽和度最低値
は 78%で、ECMO（人口心肺）装着患者の
80%も下まわり、エベレスト山頂にいる時と同
程度の価に匹敵するそうです。　　（塩屋　裕）

《 ワクチン優先接種対象・
　　　睡眠時無呼吸症候群 》

　エル ムンド とはスペイン語で「世界」を意味し
ます。国際化の時代にあわせ世界のカルチャー、
ファッション、旅行、ライフスタイル等々がどんどん
変わりつつあります。その中で皆さんが日常生活で
感じたことを題材にとらわれず、自由に投稿してい
ただくという趣旨のコラムです。

　コロナ禍の中、第15期日本語ボランティア養成講座初級クラスが昨年の7月8日から12月23日まで開講されました。
受講生は今、各サロンへ見学実習中です。さて今回、受講生のみなさんの講座と見学実習での感想をご紹介します。

実際にボランティアとして参加で
きるのは日本語ボランティア養成
講座上級クラスを修了後です。
新ボランティアとして活躍される
日を楽しみにしています！　　

（広報部会）

《第15期日本語ボランティア養成講座初級修了》

★見学実習について★講座について
・それぞれの方のニーズに応じた教え方
をし、愛情深く学習者の皆さんに接し
ている。
　
・日本語サロンが居場所としての役割を
果たしていると感じました。
　
・アットホームで生徒も大変熱心だった。

・自分自身の日本語の知識を深めること
の必要性を感じた。

・コロナウィルス感染症の影響でサロン
生が少ないことに驚きました。

・文法が難しく、日本人なら当然のよ
うに理解できること、感覚でわかる
ことを外国人に伝えることの難しさ
を改めて思い知った。　

・日本語ボランティアのニーズはいろ
いろなところにあり、ニーズに応じ
た日本語を教えるべきで画一的な
ものではないということがわかりま
した。　

・教えるという事ではなく共に学ぶと
いう事が大事だと考えました。

　11月19日（金）、毎年恒例となって
いるみかん狩りを岸和田市北阪町の
「洋光園」で行いました。当初は、11月
12日（金）の予定でしたが、午前中から
雨が降ったり止んだりの不安定な天気
にヤキモキして中止としました。

　19 日に延期したものの、また雨ならどうしようかと不
安な気持ちでいましたが、当日はそんな不安な気持ちを
払拭してくれる絶好のレジャー日和となり、安堵しました。
根っからの心配性で、余計
な気を回し過ぎるのが私の
悪い癖ですが、みかん狩り
に参加して下さった皆さん
の笑い声や、楽しそうな話
し声を聞いてホッとし、私
も甘いミカンを頬張りみか
ん狩りを楽しみました。
　みかん園のご主人の話では、今年は出来のいい年に当
たるので、甘くて美味しいと言っていましたが、その通り
でした。サロン生の中には、本国でみかん狩りの習慣が
なく、毎回楽しみで参加して下さる方もいます。
　特に今回はコロナの影響で、家にいる日々が多く、日
本語サロンも開催出来ず、サロン生とボランティアの方と
のコミュニケーションが取れない中でのみかん狩りで、大

変意味深い交流の場となりました。参加者は、
サロン生 7名、ボランティア8名、幼児 1名、
16 名の参加でした。今期の日本語サロンは
コロナ過での開催で、予定の半分程度の日
程となりました。サロン生の皆さんには不
充分だと思います。
　サロン生の皆さんに少しでも満足して頂
けるようこれからも尽力してまいります。

（部谷和代）

恒例のみかん狩りで交流会
東岸和田日本語サロン

み
か
ん
狩
り
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　今回のゲストはミズーリ州出身のダンさんです。子供
時代を広大な農場で過ごし、トラクターや馬に乗り牛
の搾乳もしていたそうです。コツがあるみたいですね。
乳牛が色々な事を教えてくれたと話されました。花畑や
雪景色の写真を見て美しい所だと思いました。
　17 歳から海兵隊で働き 37 歳で退職（38 歳から年
金が支給されたそうです）その後、宣教師として活動さ
れることになりました。海兵隊では 1980 年岩国、
1988 年普天間で働き、日本の基地の中では三沢が 1
番素晴らしいと話されました。教会での色々な活動の
写真は、 皆さん本当に楽しそうな表情をしています。宇
宙飛行革命についても熱く話されました。 完全民間宇
宙飛行「Inspiration4」で民間人 4人のクルーが宇宙

での3日間の滞在を終えて無事に
地球へ帰還したこと。日本人（前
澤友作氏）により構想、出資され
る民間人初となる 月周回プロジ
ェクト「dearMoon」が計画さ
れていること。身近になってきた
宇宙旅行、皆さんは宇宙飛行を体験してみたいですか。
　ダンさんのお話は本当に壮大で興味深いものでした。
今回初めて EOC に参加された（日本人 4 名、外国人
2 名）皆さんも「素晴らしかった」「長い間岸和田に住ん
でいるのに会の事を知らなかった。来て良かった」など
話されました。行動することは大切ですね。  （高橋文子）

　皆さんは南アフリカの赤道近くにあるコンゴ民主共和
国をご存知でしょうか。
　コンゴ民主共和国は雨季と乾季があり、金やダイヤ
モンドなどの鉱物が採掘されている自然豊かな国です。
12 月のゲストはそんなコンゴ民主共和国ご出身の
Ruth Kaseba さんに来ていただきました。彼女はご結
婚していて、3 人の子供のお母さんです。彼女は母国
語のほかに日本語と英語、フランス語が話せます。彼
女のご実家はクリスチャンで、彼女の父は教会の牧師さ
んをされているそうです。
　コンゴで通われていた大学で化学工学を学んだ後、
奨学金で国際キリスト教大学（ICU）へ留学されました。
ICUでは化学について学び、東京のケミカルカンパニー
に勤めてエンジニアの仕事をしていました。その後コン
ゴ民主共和国に戻り、去年大阪に再び来日しました。

　現在は大阪の八尾に住んでお
り、日本に来日されて 5 年以上
とのことです。彼女が化学者を目
指したのは子供の頃、おもちゃ
がどうやって作られたか興味があ
って分解したことがきっかけだそ
うです。
　彼女は現在、旦那さんと共にHunger zeroを目指し、
母国のコンゴ民主共和国のためにさまざまなボランティ
ア活動をしています。Hunger zero とは飢餓のない世
界を目指す活動で、食糧支援や農業、牧畜などの支援
が主な活動です。彼女は日本の文化が大好きで、日本
人の丁寧さや礼儀正しさに感動しています。またどの地
域に行っても大きな格差がないところも魅力に感じてい
るそうです。　　　　　　　　　　　（大南エメリータ）

Ruth Kaseba さん
（コンゴ民主共和国）

12/18
（土）

　今回のゲスト、ホーチミン出身のタイさんは来日 7
年。大きなヴィジョンを持ち、その実現に向けて現在
は関西空港で29人のベトナム人実習生を管理、教育、
通訳するという責任あるお仕事に就いておられます。
タイさんはたいへんな努力家で、日本語能力検定で最
難関の N1 をお持ちです。黒板にベトナム語を書き、
日本語訳をスラスラと漢字交じりで書かれ、一同
「おぉー！」と感嘆しました。まったく長年勉強してい
る自分の英語のスキルとは？という感じです。
　そんな彼のヴィジョンとは、ベトナムと日本で（直訳
かつ有体に言えば）売れそうなものを相互に輸入して
売りお金儲けをするというものですが、同時に比較的
立ち遅れている人々を雇用しスキルアップすることを目
指しています。「チャリティー」と仰ってましたが、私

はビジネスを通じて自分と社会と
を豊かにしていくことだと理解し
ました。言うは易く行うは難しと
思いきや、彼の日本語学校→大
学→貨物ターミナルでの経験の全
てが一直線上にあり、その無駄
の無さと言ったら！もうすぐにでも成功しそうな勢いを感
じました。
　そうそう「ベトナム語のレッスンをします！無料です！」
とのことです。最後に一日中使える XIN CHAO（シン
チャオ！）という挨拶を習いましたが、笑顔で手など振
りながら言えばバッチリだそうです。教え方もお上手で
した。　　　　　　　　　　　　　　   　（梶谷美加）

1 /15
（土）

Huynh Trong Tai さん
（ベトナム）

2 /19
（土）

Dan Ellrick さん
（アメリカ）

日本語

第9回

岸和田を いっしょに
歩きましょう！

きしわだ

ある

　こふん　　　　　ねん　いじょう　まえ　 　つく　　　　　つち　　　も　　　　はか

＊古墳： 1300年　以上　前に　造られた、土を　盛った　墓

長さ130m、後円部径75mの　前方後円墳（前が　四角で、後ろが

丸い形）で、1600年前に　造られたと　考えられています。

また　まわりに　濠が　ありました。　今は　池に　なっています。

　　なが　　　　　　　こうえんぶけい　　　　　 ぜんぽうこうえんふん　まえ　　　しかく　　　　うし

　　まる　かたち　　　　　　　ねんまえ　　　つく　　　　　　　　かんが

　　　　　　　　　　　　　　ほり　　　　　　　　　　　　　いま　　　いけ

第２回 【久米田池古墳群】
だい　かい　　く め だ　いけ　こふん　ぐん

JR阪和線　久米田駅から　だいたい　８００m　歩いたところに　古墳が　たくさんあります。
　　はんわせん　　く め だ えき　　　　　　　　　　　　　　　　　ある　　　　　　　　　　こふん

① 貝吹山古墳
　　かいぶきやまこふん

② 無名塚古墳
　　むめいづかこふん

③ 風吹山古墳
　　かぜふきやまこふん

　せいき　　はじ　　　　つく　　　　　　ちょっけい

やく　　　　　　えんぷん（まる　かたち）
5世紀　初めに　造られた　直径

約26mの　円墳（丸い形）です。

ぜんちょうやく　　　　 えんぷんぶけい　　やく　　　　　　こふん　　　　　　せいき　　はじ

つく　　　　　　　　かんが　　　　　　　　 く め だこうえん　　　なか

　　　　　　　　　　　　　こふん　　　　きしわだし　　　　してい　しせき　　し　　　　き

れきし　　　　　　じゅうよう　　　いせき　　　　　　　　　　　　　　　　　もちのき　こふん

じょろうづかこふん、こうみょうづかこふん、　し あ み ほうし づ か　こふん、　ながさかこふん

　　　　　　こふん

ちか　　　　　く め だ　でら　　く め だ　いけ　　　　　　　　　　さくら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　い

全長約71m、円墳部径　約59mの古墳です。5世紀　初めに　

造られたと　考えられます。久米田公園の　中に　あります。

これら　３つの　古墳は　岸和田市の　指定史跡（市が　決めた　

歴史のある　重要な　遺跡）です。このほかにも　持ノ木古墳、

女郎塚古墳、光明塚古墳、志阿弥法師塚古墳、長坂古墳の　

８つの　古墳が　あります。

近くに　久米田寺　久米田池が　あります。桜が　とても　きれいです。ぜひ　見に　行って　ください。

※イラストマップ、写真は、岸和田市HPより引用
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お問い合わせや感想などは事務局まで

虻江詩奈子・内田満弥・塩屋 裕・西村紀子・三森すみ代編集担当

TEL&FAX （072）457-9694
メール kokusai@sensyu.ne.jp

No.131

■英語クラブ、KIMONOクラブ生随時募集■２０２２年度総会
【日　時】　５月７日（土）１４：００～
【場　所】　浪切ホール４階 交流ホール
＊詳しくはチラシをご覧のうえ、出席のご連絡を事務局へ
　お願いします。

■English Open Café
各国からのゲストをお招きし、英語でプレゼンをして
いただき交流を図ります。
【日　時】　９月以外の第３土曜日１３：３０～１５：３０
【場　所】　マドカホール　3F 視聴覚室
【費　用】　無料
　＊事務局へお申込みください。（先着20名まで受付します）

初級英語クラブ
中級英語クラブ「あすなろ」
上級英語クラブ「カンガルー」
KIMONOクラブ
　＊其 １々回無料体験できますので、事務局へお申込みください。

第２・４水曜日１０：００～１２：００
第２・４土曜日１０：００～１２：００
第１・３水曜日１０：００～１２：００
第２・４土曜日１３：３０～１５：３０


