
北名古屋市国際交流協会設立 10 周年記念
平成 29 年度 北名古屋市草の根交流海外派遣団報告書

　　　北名古屋市　
北名古屋市国際交流協会

草の根交流レポート



あいさつ 

時代はグローバルの中にあって、私たちの暮らしが世界と直接につながって
おります。ますます、市民一人ひとりが、「地球規模で考え、地域で行動する」
という考えで暮らしていくことが大切となってきました。 

この度の草の根交流海外派遣は、協会が設立以来、温めてきた「市民が
主役」となる国際交流を実現し、市民の力をチャレンジする絶好の機会となりま
した。参加した市民の皆さんは、アイデアを出し合い、計画をつくり、役割を分担
して、実施しました。そして、多くの交流を体験し、見聞を広めていただきました。 

この草の根交流の体験は、国際感覚の醸成へと、新たに北名古屋の草の
根の交流をけん引するエンジンへと、つながっていくものと確信しております。 

ここにまとめられたレポートや写真をご覧いただくと派遣団の皆様の交流の思
いが生き生きと伝わってきます。 

ぜひ、ご高覧いただければ幸いです。 

北名古屋市長 長瀬  保 

あいさつ 

多くの人と交流し、世界につながる夢と希望を広げる国際交流の拠点として
活動しております北名古屋市国際交流協会が設立 10 周年を記念して、友好
提携都市韓国務安郡と今後交流が見込まれる米国グアム準州に草の根交
流海外派遣団を派遣しました。 

この派遣団は、「市民が主役」となる国際交流のモデル事業をめざして、市
民主導で取り組みました。派遣団のキーワードを「持ち帰り」とし、派遣先の文
化を北名古屋に持ち帰り、市民に伝えていくことをミッションにしました。 

3 泊４日という短いツアーでありましたが、一過性の観光に終わらせることな
く、この度の体験、見聞したことを、次の交流に、しっかりと、つないでいく「懸け
橋」にして参りたいと考えております。 

ここにまとめられたレポートや写真をご覧ください。派遣団の皆さんの一人ひと
りの交流の思いが熱く伝わっていただけると確信しております。 

なお、この事業は、篤志家から市に寄せられた寄付金を財源にして実施した
ことを申し添えます。この場をお借りして、感謝申し上げます。 

北名古屋市国際交流協会会長  丹羽 幸雄 
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便名等 内　容 備　考

9:30 中部国際空港国際線出発ロビー集合

11:30 中部国際空港発

6月28日（水） 16:05 グアム国際空港着

専用バス チャモロビレッジ・ナイトマーケット グアム泊

9:30 在ハガ二ャ日本総領事館表敬訪問

10:00 グアム政府観光局表敬訪問

6月29日（木） 11:30 グアム準州テノリオ副知事を囲む交流会

13:00 （プロア・レストラン）

グアムツアー（タロフォフォの滝など）

18:00 夕食会（TGIフライデーズ） グアム泊

8:00 手づくりプログラム

①ネイチャープログラム

6月３０日（金） ②カルチャープログラム

18:00 BBQ交流会（ウェスティン・スターライト） グアム泊

７月１日（土） 15:05 専用バス グアム空港着

17:05 グアム国際空港発

19:55 中部国際空港着

20:30 中部国際空港国際線到着ロビーにて解散

第2日

　米国グアム派遣団行程表

宿泊ホテル　グアム プラザ リゾート＆スパ　GUAM PLAZA RESORT & SPA

日　時

UA136

第1日

専用バス

所在地　  1328 PALE SAN VITORES RD. TUMON, GUAM 96913   ☎ 671 646 7803

第3日

第4日 フリー

UA171

専用バス



5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

結団式　長瀬市長から激励 6/21



6   

 

6/28 

中部国際空港国際線出発ロビー前

チャモロビレッジ・ナイトマーケット



  ７ 

 

6/29 

在ハガ二ャ日本総領事館表敬訪問

グアム政府観光局表敬訪問
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テノリオ副知事を囲む交流会　プロア・ レストラン

グアムツアー　　タロフォフォの滝 /アプガン砦 /ラッテストーン公園 /スペイン広場など
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6/30 

ネイチャープログラム　ケーブエコハイキング /太平洋戦争国立歴史博物館

ハマモトフルーツパーク　ヤシの木植樹

太平洋戦争国立歴史博物館
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チャモロダンス /レイづくり /パレオの試着

カルチャープログラム　　チャモロ料理 /トロピカルカルチャー　

チャモロ料理教室　フィッシュ・アイ
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トイラータス・ ルテホンィテスェウ　会流交QBB
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7/01 

フリー　シュノーケリング /グアム図書館 /散策

中部国際空港国際線到着ロビー前

グアム大学
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図書館から地域を眺める inグアム 

弥勒寺  魚住 美沙   
旅先では、よく図書館へ立ち寄る。調べてみると、グアムには公共図書館・専門図書館の他、

日本人会や大学の図書館がある(図 1)。昨年、市内中学生がお世話になったセントジョーンズ

スクールにも、学校図書館がある。図書館先進国である米国、その準州は、図書館好きにとっ

て魅力がある。私の応募動機と個人的な目標は、上記いずれかの図書館見学であった。 

ツアーの名目としては、チャモロ料理のレシピ入手のためにハガニア図書館  (N. M. 

FLORES MEMORIAL PUBLIC LIBRARY) に寄ると決定した。しかし、結果から言えば、こ

のミッションは書店で解決した。日程で立ち寄った日、ハガニア図書館は休館していた。現地

との連絡、日程調整の困難を痛感した。3 日目の夕食会にて、グアム大学局長のカルロスさん

のご好意によりハガニア図書館へ行けることになった。これは皆様の援助、殊に、同行の I さ

んが英語通訳をしてくださり、実現した成果である。４日目の午前、念願叶ってハガニア図書

館を見学(写真 1）。日本で得られる僅かな資料[5][6]を頼りに想像していた図書館へ辿り着い

た喜びは一入であった。 

 本の分類は米国本土で多く用いられていると

されるデューイ十進分類法、子ども用に設置さ

れたパソコンは 10 台あった。グアムには分館

が 5 つあるが全て休館中という話や、日本には

約 3,000 の公共図書館があると言って驚かれ

た様子から、図書館の利便性について認識が異

なるようであった。今後の展望としては、市内中高生がグアムへ職場体験に行ったり、名古屋

芸術大学と市とグアムが連携してチャモロ音楽やアートを広める窓口を設けたり、市民の英文

読書活動を支えるためにハガニア図書館やグアム大学の図書館から除籍本を送って頂いたり、

培ったつながりを活かしてほしい。 

 

 

 

 

図 1:資料[1][2][3][4]を参照し作成した地図 

 
 

写真 1:『北名古屋ストーリー』 

『しむしむ』を寄贈 

< 参 考 資 料 >[1] pinkstar stuff. “Guam Public Libraries”. Friends of the Guam Public Library.  
https://www.guam.net/pub/f4lib/libraries.htm. [2] The Guam Guide. “Contact”. GUAM LAW LIBRARY. 
http://guamlawlibrary.org/contact/. [3] グアム日本人会. “JCG(グアム日本人会について”. グアム日本人会公式 HP. 
http://www.jcguam.org/s/i/k-jcg. (上記 3 点、参照 2017-05-10) [4] 中谷京子編. “グアム”. グアム・サイパン・マリ
アナ諸島を知るための 54 章. 明石書店, 2012, p.7. [5] 国立国会図書館. 米国の図書館事情 2007. 日本図書館協会, 
2008, 365p. [6] 明石浩. 常夏の島のアメリカの図書館. みんなの図書館. 2012, 6(422), p.39-50. 
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グアム草の根交流派遣を終えて 

                        沖村  梅田 喜代一   

初めての訪問先であるグアムには勝手が分からないという少々不安がありました。でも

グアムの空港を出ると米国式の信号機や交通標識が目に飛び込んで来て、やはりアメリカ

なのだと、ある種の安心感を覚えました。 

第 1 日目の夕方にはチャモロナイトマーケットで各自、自由に夕食をとることになりま

した。現地の人たちと触れ合う最初の機会です。センターの会場には多くの人が集まって食

事をしたり、演奏にあわせてダンスを踊ったりしていました。でも見たところ大半が観光客

のようでもありました。園内を散策していると、トロピカルフルーツの生ジュースを販売し

ているブースに行き当たりました。おいしそうなので「おすすめのドリンクを教えてくださ

い」と聞くと、彼女は「任せて」と微笑んで、メニューにはなかったココナッツとパイナッ

プルをミックスした特製の飲み物を作ってくれました。それは冷たくて、これまでに味わっ

たことのないとても美味しいドリンクでした。これも草の根交流の第一歩でしょう。 

 第 2 日目、私たち派遣団は日

本総領事館とグアム政府観光

局へ表敬訪問しました。 

このとき、グアムの人達がアメ

リカ本土へ行くのには、意外に

も直行便がなくて日本を経由

するのが一般的だということ

を知りました。観光地とはいう

ものの本土からのアメリカ人

観光客は全くなく、彼らはほと

んどがハワイ止まりになって

しまうのだそうです。見方を変

えれば、グアムから本土への、

言わば上京の要となるのは日

本、それは東京、大阪、そして名古屋なのだと認識しました。 

第 3 日目には 2 チームに分かれて私はカルチャーチームに参加しました。 

私達はチャモロ料理の作り方とチャモロダンスを体験しました。夕食ではＢＢＱパーテ

ィをして、グアム大学から学生らも参加してくれました。そして私の隣に座った青年はこの

大学の 3 年生ということでした。彼は、その 2 週間後に 4 日間の日程で、どこのホテルか

は分からないが名古屋を旅行すると言っていました。私たちは北名古屋だと言うと、彼は

「キタナゴヤは何県にあるの？」などと訊きました。「もし時間があったら会いましょう」

私はそう言ってメールアドレスを彼に知らせておきました。 

それはグアムの人達とのささやかな交流でした。 

それでも、今回の派遣が単に片想いの交流で終わることなく、これからも地道な交流が継

続的にしていけるよう頑張りたいと考えています。 
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グアム草の根交流団の熱き心  

鹿田   大口  喜久子  
 今回草の根交流グアム海外派遣に参加させていただけたことは、私にとって大変幸運な

体験でした。まず 1 回目の打合せ会に出席して感心したことは、幅広い年齢層の男女２０

名がそれぞれ自分の熱い思いをもって、初めての草の根交流をなんとか成功させたいとい

う強い使命感をもって参加されている意気込みがよくわかったことでした。なんとか現地

の一般の人とふれあいができないかと皆で知恵をしぼり合い、チャモロ文化や料理を体験

し、それを北名古屋市に伝えようと若い男性からの発案に拍手です。初めてのグアム旅行で

もあり、常夏の美しいリゾート地を巡る喜びでいっぱいでした。 

ハガニヤの日本総領事館への表敬訪問では、こうした地方からの草の根交流の積み重ね

が大切で、大海の一滴ではあるけれどそれが国そして世界の平和につながると歓迎を受け

ました。蒸し暑い中を代表のお二人が、持参された夏の着物の正装で敬意を表され、女性ら

しい心遣いに頭が下がりました。私も着付けのお手伝いで一役できました。日本の人形を始

め、民芸品や本がずらりと並べられている部屋の棚には、茶道の道具も並んでいました。尋

ねたところ年一回日本の伝統文化を伝える行事を設けて、お抹茶も飲んでいるとのことで

した。今後グアムからの留学生との交流も可能とのこと、その時には是非日本のおもてなし

の心を伝えたいと胸膨らませ後にしました。 

 待望のカルチャー体験は、現地

の人と一緒は実現しませんでし

たが、ココナツの実を削る体験を

し、それを使った「チキンケラグ

エン」という料理を北名古屋市で

伝えたい一心でチャレンジしま

した。午後はポリネシアンダンス

を体験、現地プロの男女ダンサー

の数人に、生花プルメリアのレイ

づくりと一枚の布でパレオの着

付を教えてもらい、その姿で一緒

にレッスンです。最後のダンスコ

ンテストでは男性諸君のパフォーマンスにスタッフも一緒に全員笑いと拍手喝采で、メン

バー全員真剣に踊る姿に感動しました。 

 今回草の根交流の第一歩でしたが、副知事さんとの政府ランチ交流会やグアム大学の先

生や学生さんとの交流バーベキュー等では、英語の話せる方達が活躍されて楽しく会話も

はずみ、メンバーのウクレレ演奏で「ふるさと」を歌うことができ大変盛りあがりました。

参加した２０名が心を一つにして、それぞれができることで役割を果たすことができ、それ

を皆で一緒に喜べたことは、ファミリーの様な温かい絆で結ばれているようで何よりうれ

しく思いました。英会話の必要性も痛感しました。グアムには以前西春の小学生がホームス

テイにいって交流があったことは聞いていましたが、二年前から北名古屋市の中学生が英

語留学で改めて交流が始まりました。今回は夏休みで残念でしたが、議員さんや陰の方々の

お力添えのおかげで友好が続いてゆくことが同行させていただいてよくわかりました。今

後より一層若い人たちの交流が進むことを期待します。 
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グアムで考えたこと 

弥勒寺  久保 万里   

今回のグアム訪問ではいろいろな方々からお話を聞きましたが、初日の領事館訪問で首

席領事からのお話は強く印象に残りました。グアムに住む人々の3割が一定の所得以下で、

日本でいう生活保護のようなもので、食事券をもらってスーパーで買い物をして生活をし

ていて、当然文化的レベルは高くなく、したがってたいした産業もなく島の収入は観光に頼

らざるを得ないということです。グアムには、チャモロの人々以外にフィリピン人、韓国人、

中国人、日本人なども多く住み、他民族が仲良く協力し合って暮らしているそうです。とい

うのもチャモロの人々はもともと大変おおらかで、過去に統治された国々の文化を柔軟に

受け入れていく歴史があるからでしょう。 

そんなおおらかなチャモロの人々は戦争のことをどう思っているのか。「戦争を、日本人

を、許すけれど、決して忘れない」この言葉は非常に重く響きました。チャモロの人々のよ

うな和解と寛容の精神は日本人である私たちもぜひ学ぶべきだと思います。日本では戦争

経験者はどんどん少数派になり、過去のことを伝えていくことが難しくなっていますが、戦

後の平和な世界を続けていくために私たちも伝え聞いたことを次の世代に伝えていかなけ

ればと思います。 

４日間いろいろな方々との交流がありましたが、皆さん本当に優しく、笑顔が印象的でし

た。カルチャーコースで料理やダンスを教えていただく際も皆さん笑顔が絶えないで、単に

サービス業に携わっているからというだけではなく丁寧で親切に教えていただくことがで

きました。その時いただいたアチョーテパウダーを使ってレッドライスを自宅で作り、グア

ムを思い出し、家族にグアムの話を伝えました。グアム大学の関係者の方々とのバーベキュ

ーでは、片言の英語ながら普段の観光旅行ではできないような話も色々できました。バーベ

キューをしているときに隣で話をした女性は息子さん２人を連れて参加されていたのです

が、１８歳の息子さんに「彼は焼くのがとってもうまいのよ」と言って息子さんに焼くのを

頼むと、息子さんはずっと焼く仕事をして

くれて私たちに焼いたものをふるまってく

れました。日頃の家庭環境が垣間見られ、と

ても素直な息子さんたちとも接することが

でき貴重な時間を過ごすことができました。

片言の英語ながら伝えようと必死になれば

なんとか理解しあえるものですが、やはり

もっと分かりあうためには英語力をもっと

身につけたいと改めて思いました。 

今回の訪問前にはグアムには海のイメージしかなく特に人々に対するイメージはなかっ

たのですが、人々のやさしさは強く心に残り、またのんびりとグアムを訪れたいという気持

ちが高まりました。自然の豊かさ、そして何より人々の笑顔と親切さを北名古屋の地域の方

たちにも伝え、伝えた人たちがグアムをもっと身近に感じて訪れてみたいと思ってくれる

ことを願って今後も伝えていきたいと思います。 
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米国準州グアムを訪問して 

六ツ師  丹羽 幸雄 
１ はじめに（訪問の目標は・・・） 

 この度、草の根国際交流活動としてグアムを訪問する機会を得た。一般市民からの公募に

より選ばれた人々からなる訪問団だったので、出発前に３回事前研修会を開いたが夜の７

時から２時間という制約と初対面の人が多いという事情でなかなか話が進まなかった。特

に現地の人たちとの交流の在り方について色々議論を重ねたがなかなか結論まで至らず、

最後は一部の人に現地との交渉をお願いする結果になってしまい負担をかけることになっ

てしまったのは残念だった。しかし、討議を重ねるごとに心も通じ合うようになり団として

のまとまりも出来てきたと思えた。このような状態の中で決めた目標は、「今回は第１回目

のことであり、大きな目標は持たず、まずはグアムとの交流のとっかかりができれば成功と

する」ということで一同納得しグアムに出発した。 

２ 交流を通して知りえたこと（グアムの現況について） 

 在ハガッニャ日本国総領事館を訪問し尾形首席領事からグアムの現況についてお話を聞

くことが出来た。団員からの質問にも大変丁寧にお答えいただき、その対応ぶりに深く感銘

を受けた。行政機関のグアム政府観光局を訪問し、私たちとグアム市民との交流の仕方につ

いて意見交換をした。若くてハンサムなデナイト局長とボランティア団体のグアム政府観

光局理事会会長のモリナガさんから温かみ溢れる態度でご説明いただき、また団員からの

質問にも真摯に丁寧に対応くださりここでもいたく感激をしました。 

テノリオ副知事をお招きし、デナイト局長、モリナガさんと共に昼食会を開き懇談した。

大変気さくな副知事で全員のテーブルを回り熱弁をふるう姿には心を打たれた。またグア

ムの足りないところは何かと尋ねられていたのには政治家の一面を見て取れた。 

グアム大学の関係者、マリンスポーツ店の経営者と懇談し交流のあり方についていろい

ろ意見を交わすことが出来ました。 

〇良いところ 

多民族で市民が構成されているが人種差別感がない。安全な土地がらである。先住民の

チャモロ族の文化や島を発見したマゼランの母国ペイン文化を大切にしている。 

〇問題点 

観光業が主なる産業であり、雇用に限りがあり、特に若者の働き場所少なく、米国本土

に移住する者が多い。（老後は安全なグアムに戻りたい）住民の３割が食料補助を受け

生活している。またホームレスも１％近くいる。 

〇日本への感情 

第２次世界大戦の相手国たる日本・日本人に対しては、反日感情無し。米国本土に行く

場合もハワイ経由で行くより成田や羽田経由の方が便利なので日本に対しては親近感

を持っている。 

３ 今後の交流のあり方について 

 とっかかりは何とか出来たと思うから継続して訪問し、相手方と親密になる必要がある 

と思う。また、国際交流協会で機会あるごとにグアムについて取り上げていくことが重要に 

なると考える。 

４ 最後に一言 

 短い日程だったが、団員諸兄の“グアムとの交流”への熱い思いがひしひしと感じられる 

旅であった。一人ひとりが目的意識を持ち積極的に現地の人に話しかけられる姿を目にし、 

感激した。 
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フレンドリーな人たち 

熊之庄  能村 義則  
数年前から、子どもが英語に関心を持ち、親しむ機会を増やすためにも、アジアに限定せ

ず英語圏の地域との交流を進めるべきであるという意見が、市民の方々の間で聞かれてい

た。その候補地としてグアムが選択肢に上がるようになった経緯を書き続けると紙面がな

くなってしまうので控えるが、「気軽に行けて、英語の勉強に向いているらしい」というこ

とが、グアムとの接触が始まった理由なのである。そして実際にグアムの人たちとやり取り

をするうちに、日本人に対して友好的で親切な住民がとても多いということもわかってき

た。 

そんなエピソードをひとつ紹介する。この春、北名古屋市の中学生がグアムで交流機会を

持ったセントジョーンズスクールという学校がある。来年の交流についていくつかの課題

があったので、通訳をＹさんにお願いしながら、Ｍさんと私の３人で、スクールのケリー教

頭を訪問した。話し合いが終わり、タクシーでホテルへ帰ろうとした私たちに、「キャンプ

で使うので汚れているが、私の車でかまわなければ・・」と言いながら、自家用車でホテル

に送ることを申し出てくれた。その車はいかにもキャンプに使うという様で、言葉通りに汚

れている。しかし「車が汚れていて恥ずかしい」ということより、「大切な友人だから自分

が送る」という気持ちが優先

するのだろう。これがグアム

流フレンドシップというもの

か・・。グアム政府観光局理

事長のミルトンさんは、「グア

ム人は気取らず素朴で素直」

といっているが、その意味が

しっくりと腹に落ちる。ちな

みにＹさんは、昼食交流会で

着用したきれいな着物姿だっ

たが、ためらうことなくスル

リと車に乗り込んだ。これも

フレンドシップ・・。なんと

も清々しい瞬間だった。 

そういえば、グアムにある日本総領事館尾形首席領事も、グアムの人たちは日本人とと

てもなじみ易いということを言っていた。戦中から戦後そして今に至るまでとても多くの

日本人が移住し、苦労しながらグアム社会に溶け込んでいったという歴史を思うと、日本

人諸先輩が個々に持っていた思いやりのある穏やかな気質が、今のグアム社会の中に形を

変えて溶け込んでいるようにも思え、うれしい気がする。 

最近、北朝鮮のミサイル報道で、米軍の重要な拠点としてにわかに世界中から注目を集

めるようになったグアム。願わくば、この先も変わりなく平和で穏やかな島であり続けて

ほしいと思う。 
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「許すけど忘れない」 グアムから学んだこと 

鹿田  山田 聡子  

『違う視点から太平洋戦争を知りたい』 グアムに行く前から私の胸の内にあった願い

でした。 

初日に在ハガニャ日本総領事館を表敬訪問した際、太平洋戦争の話を聴く機会をいただ

き、グアムの人達から学ぶ一番大切なことは和解と寛容な精神だと尾形首席領事が話され

ました。『（日本を）許せても決して忘れない』、『未来の世代が自分達の経験から学ん

で欲しい。戦争で亡くなった人達のことを忘れないで欲しい。』 かつて日本軍に占領さ

れていたグアムの人達の思いだそうです。 

太平洋戦争国立歴史博物館を訪問した際は、第二次世界大戦中の旧日本軍の資料や戦争

中のグアムの歴史を見学し、旧日本軍の黒塗りの潜水艦も見ました。長い歴史の中で、グ

アムは日本に占領され、人々にとってアメリカはグアムを占領国スペインと日本から解放

した救世主だそうです。一方、現在は、グアムには親日派が多いです。例えば、日本のお

米が大好きで奥様が大阪出身日本人だという副知事。私たちの和服姿をとても喜ばれ、お

別れの挨拶では日本式に謝意を伝えたい

と、深々とお辞儀をされました。政府観光

局代表者からは、「日本人はグアムの大切

なお客様だ」と言われました。奥様が日本

語の先生で、ジャニーズの亀梨君の大ファ

ンという地元中学校副校長や、毎年東海大

学と練習し、夢はハンマー投げのオリンピ

ック代表で、室伏選手のようになりたいと

いうグアム大学国際交流担当者など、大勢

の親日派と出会い、嬉しく思いました。 

尾形首席領事のお言葉通り、『許すけ

ど、（未来の平和の為に）忘れない』とい

うグアムの人達の考えに私は敬意を払いま

す。グアムは平和学習に良い場所だと思いました。 

同時に、ジャングル探検を通じてチャモロ人達と交流し、木々が繋って共生しているジ

ャングルの自然を崇拝して暮らすチャモロ人の文化を知り、とても興味深かったです。グ

アムはアメリカ圏ですが、自然と対峙して生きてきた西洋人の価値観ではなく、むしろ自

然と調和して生きてきた日本人と同じ価値観が根底にあると思いました。 

グアムには美しい大自然があるばかりでなく、日系人の人達が活躍する社会があり、ま

たアメリカ本土よりも人柄が温厚で、聞き取りやすい英語を話します。 

今後ますます北名古屋市とグアムが友好関係を発展させ、未来を担う子供達にも是非グ

アムに行き、平和や自然をテーマに体験学習をして欲しいと思います。今回貴重な機会を

与えていただき、心から感謝申し上げます。 
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すごい︕つながった︕ 

                          岩倉市  米田  環    

 国際交流協会からグアム派遣団を派遣しようという話になってすぐから関わり、まず

は検討委員会が始まった。 

 市民が主役の国際交流。集まった委員のメンバーは皆熱かった。とても熱心に話し合

いがされた中で、やはり「地元の人との交流」を皆が口を揃えて希望した。 

 やれることはなに？誰と交流するの？知り合いがいるわけではない。行政が行ってき

たグアムとの関係は、まだまだ築きつつある状態で何も形にはなっていない。 

 春にはツアー募集が始まり、参加者も決まった。検討委員会でも皆が口を揃えて「地

元の人と交流したい」と言う。出発まで

１ヶ月を切る頃、ネットを通じて、やっ

とグアムのダイビングショップの谷島

さんと豊橋に住むグアム好きの G さん

２人と連絡がついた。谷島さんの紹介で

グアム大学のジャスティン先生を紹介

してもらい、派遣団メンバーの Y さんに

英語でやりとりをしてもらって、交流会

の日に来てもらうことが決まった。G さ

んからはハマモトフルーツパークを紹

介してもらい、訪れることも決まった。

本当にギリギリだった。 

 グアムでの交流会土壇場までどうな

るか不安だったが、案ずるより産むが易

しとはこのこと。あったか〜〜〜い交流

会になった。カルロス先生は、北名古屋

の中学生もお世話になった先生だった。

遠回りしたなぁ。カルロス先生が連れて

来てくださった学生さんたちは、歌も歌

ってくれてとても優しかった。 

 谷島さんご夫妻も、私たちにグアムの魅力を一生懸命話してくれた。そして、最終日

には谷島さんの案内で、シュノーケリングをすることもできたし、別のグループはカル

ロス先生が図書館などを案内してくれた。 

 皆の熱い思いはちゃんとグアムに通じたってことだよね。すごい！つながった。この

つながりを切らないように、グアムとの交流を続けて行きたい。それこそが『草の根交

流』のはず。 

 次はどんな交流をしようか。いろんな人がグアムに行ったり、来たりできる日がくる

ようにと願う。たくさんの人とのご縁に感謝！  



32   

草の根交流派遣団に参加して 
一宮市  鷲津 真樹 

 

今年度、市国際交流協会主催で市民を中心としたグアムとの交流を図るための、草の根

交流事業を行うことになりました。私は、これから北名古屋市と交流を深めていくグアム

に、一度は訪れたいと思っていました。幸い好機を与えていただき、今回、初めて草の根

交流派遣団に参加させていただくことになりました。 

 グアムは、セントレアから３時間半程の時間で到着し、日本からも近く気軽に旅行でき

る身近な国です。到着後、早速、空港から専用バスでハガニヤ地区にあるチャモロナイト

マーケットへ行きました。このマーケットは、屋台や露店のほかに、演奏やダンスなども

あり地元でも人気のスポットです。毎週水曜日限定のため絶対に外せません。マーケット

に着くとすぐにたくさんの人が集まってきました。２時間以上の滞在時間がありました

が、大勢の人で混雑し屋台で購入するのに結構時間がかかりました。さらに、様々なイベ

ントなどとても賑わいがあって楽しくて、あっという間に時間は過ぎてしまいました。ホ

テルに着くと、今度は夜の街を散歩したあと、タクシーで地元の人が集まる酒場に行きま

した。いろんな人が、お酒やカラオケ、会話などを楽しんで一日の疲れをとっている姿

は、日本のスナックと変わらない光景でした。英語が苦手な私に必死に会話をしてくれた

店員さんや、隣に座っていた黒人の方など、気さくに話しかけられるたびに、私の英語能

力のなさが歯がゆかったです。ただ、そこにいた皆さんは、そんなことを気にせず気兼ね

なく接してくれました。本当に感謝します。治安もよく夜でも不安はなかったです。 

公式訪問では、在ハガッニャ日本国総領事館、グアム政府観光局に行きました。政府観

光局の皆さんとグアム副知事とは、一緒に昼食交流会も行いました。写真は、レイ・テノ

リオ副知事との写真です。副知事は、派遣団の

みんなに写真集をプレゼントしてくれました。

とてもいい思い出です。ネイチャーツアーで

は、グアムの大自然をトレッキングして、神秘

の洞窟パガットケーブに行きました。ハマモト

ガーデンズでのヤシの木の植樹、さらに太平洋

戦争国立歴史博物館の見学など、古代チャモロ

人が暮らしていた雄大な自然に触れ、グアムと

日本との戦争の歴史を学ぶことが出来ました。

グアムと日本が昔戦争をしていたとは思えない

ほど、グアムの人たちは日本人である私たちに

対して優しく接してくれ、とても親しみを覚え

ました。 

このような、グアムでの体験を多くの北名古屋市民の皆さんにも知っていただき、グア

ムを身近に感じ、一歩一歩積み重ねて草の根が張るような交流を深めていければと思いま

す。 



 
 
 
 
 

  
 

蓮茶（フェサン白蓮池 務安郡）
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便名等 内　容 備　考

7:30 中部国際空港国際線出発ロビー集合

9:30 中部国際空港発

11:35 仁川国際空港着

15:35 KTX 龍山駅発

17:55 （高速鉄道）木浦駅着

19:00 交流会（ハンミル）

木浦泊

10:00 務安郡庁表敬訪問

務安郡生態系干潟センター

12:00 歓迎午餐会（主催 務安郡 サランチェ）

14:00 フェサン白蓮池・韓国茶道文化体験

17:00 木浦共生園訪問

18:00 夕食会（緑色韓牛プラザ）

木浦泊

7:30 木浦発

11:30 釜山着

海東龍宮寺、ヌリマルAPEC国際会議場、

チャガルチ市場巡り

19:00 辛恩珠舞踊団公演鑑賞（ＢＤＴ）

20:30 辛恩珠舞踊団との交流会（テスジョン）

釜山泊

12:55 金海国際空港発

14:20 中部国際空港着

15:00 中部国際空港国際線到着ロビーにて解散

第2日

　韓国務安郡派遣団行程表

宿泊ホテル   木浦　シャングリラ ビーチ ツーリスト ホテル 　Shangria Beach Tourist Hotel 

日　時

KE752

第1日

専用バス

専用バス

第4日

11月7日（火）

専用バス

11月6日（月）

11月5日（日）

 所在地　釜山広域市中区中区路151  ☎ +82-51-466-9101

第3日

フリー

KE753

専用バス

    所在地　木浦市上洞1144-7　☎ +82-61-285-0100

 釜山  ホテル コモド プサン 　Commodore Hotel Busan

11月8日（水）
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結団式　長瀬市長から激励 10/31
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11/5 

中部国際空港国際線出発ロビー前

旧い友人家族との再会　仁川国際空港

　龍山駅　ソウル
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交流会  ハンミル  木浦

懐かしい務安の友人達との交流
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11/6 
パク副郡守表敬訪問　 郡庁舎前

務安郡生態系干潟センター
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フェサン白蓮池　務安

韓国茶道文化体験  フェサン白蓮池

木浦共生園訪問　木浦
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11/7 

海東龍宮寺　機張
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シン・ウンジュ舞踊団公演　BDT
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11/8 
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感動の交流 

薬師寺  伊藤 慶子   

11 月 5 日セントレア空港より北名古屋市民団 21 人で、韓国の友好都市務安郡へ向

かいました。今回の旅行を振り返ってみると、沢山の感動がありました。 

まず一つ目は、仁川国際空港に到着したら、派遣団メンバーМ氏の古くからの友人で

ある韓国人の S 夫妻と娘さん、お孫さんが、待っておられました。しばしの時間でした

が、再会を喜び楽しく会話されている姿を見て、深く強い友人関係に心が温まりました。

二つ目は、木浦市での交流会には、北名古屋市と務安郡を友好都市に導いてくださった

交流名誉大使のパク先生始め、韓国語講座の講師であったウネ先生、元郡守、元郡課長

の方々など 9 人の方が来て下さいました。楽しく交流会が始まりましたが、その中で

も派遣団メンバーのＫ氏と元課長の方との事です。Ｋ氏は韓国語が話せず、元課長の方

は日本語が話せませんが、再会を喜んで盛り上がってました。このお二人を見ていて、

言葉は道具の一つで、相手を思う気持ちがあれば、通じ合えるのだと思いました。三つ

目は、今回、派遣団の皆さんにどうしても訪問して頂きたかった木浦共生園へ行けたこ

とです。行く道中、バスの車窓からセウォル号を見て、テレビで見た場面を思い出し悲

しい気持ちになりました。沢山の亡くなられた方のご冥福をお祈りしました。共生園は、

日本人の田内千鶴子さんが、ご主人の尹致

浩氏と作られた孤児院です。その当時、日

本の敗戦で韓国と日本の関係は良くなか

ったと思いますが、その中でも個人で力を

注がれました。「民族は、違っても真心は

通じる。愛されれば愛する人になる。助け

られたら助ける。」この想いが、共生園を

作ってきました。この言葉は、誰でも心の

中に持ってはいるけれど、中々実行できな

い事です。この共生園とつながりがある大

阪の施設で、仁川国際空港でお会いしたＳ

氏が育ったとＭ氏からお聞きしてもらい

泣きをしてしまいました。 

最後の訪問先は、2 月のアジア太平洋フ

ェスティバルに出演して下さった釜山の辛恩珠舞踊団です。劇場が病院の 10 階にあ

り、すこし驚きましたが、いざ、始まってみると北名古屋市でのパフォーマンスと違い、

パワフルでエネルギーに満ちていました。瞬く間に時間が過ぎ感動しました。辛恩珠先

生によると、踊りの美しさは外面だけではなく、内面も磨くのが大切と話され、日々努

力なさっているそうです。今回は、色々な方々に会い、色々な交流をさせて頂き感動と

元気を貰いました。この草の根交流が、しっかり根付いて行くように願っています。派

遣団の皆さんのご協力で無事に行ってこられた事に感謝です。 



46   

 

                    

 

( )

 

  

(

)

 

 

 

 



  47 

草の根交流の旅に参加して 

熊之庄   霞  真実子    
 

天候にも恵まれて、人生初の市民交流団の旅を終えることが出来ました。残念なが

ら私は今までの関わりが無かったのですが、団の皆様の、かつての講座の先生方との

再会は、私まで親しく感じさせて頂くような温かい交流のひとときでした。務安の、

のどかな景色や陽に輝くキャベツ畑は美しく、広大な白蓮池では、花の季節ではなか

ったものの、美しく保存された蓮の花の温かいお茶ときれいな紫色のお菓子を頂きま

した。自然を愛でて静かに楽しむ心は、私達と通じるものを感じました。 

旅の中でひときわ印象的であったもののひとつは、辛恩珠舞踊団の公演でした。積

み重ねた鍛練をうかがわせる身体能力、体重

を感じさせない程の、筋力に支えられた軽や

かで力強い動き、それらに支えられた優雅な

美しい踊りはため息が出るほどでした。韓国

の伝統的な踊りと現代的な動きの融合はとて

も自然で、喜怒哀楽を越えた内からわき上が

るものを、身体を通して観客に伝播させて、

巻き込んで行くパフォーマンスに大変感動し

ました。表現というものを具体的に見るよう

で、とても興味深いものでした。 

また機張の龍宮寺も、心に残る素晴らしい

場所でした。龍に乗った白衣の観音様の夢を

見たことから建立された寺は、108 段の階

段を下ると目前に海が開け、多くの仏像や石

像があり、海に面した岩場に建てられた荘厳な建物は、横たわる龍を思わせるような

美しいお寺でした。誰でも一つは願いが叶うそうで、たくさんの参拝客で賑わってい

ました。色々な国の人びとは何を祈っているのでしょうか。 

トランプ大統領の東アジア歴訪と時が重なり、帰国後のニュースでは、韓国と日本

の複雑な問題も耳にしましたが、市場で道を尋ねたら、店のおじさんや、加わって大

声で教えてくれた親切な道行くおばさんとの、そんな小さな事からが私達にも出来る

交流ではないでしょうか。そして、同じ思いで一緒に旅をした交流団の方たちとのご

縁も、また大切な楽しいものでした。      
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韓国務安郡との今後の交流について 

井瀬木  熊澤 真澄   

 韓国への草の根交流団に参加して今思うことは、当時、交流を担当した一人として、振り

返りますと、韓国務安郡と交流が始まったのが平成 20 年、今から約９年前です。きっかけ

は、市内でハングル講座の講師のふるさとが務安郡であり、北名古屋市と人口が同じくらい

で、また、受講生の間では、務安郡を訪問するなど交流がすでに始まっていました。そんな

関係で、郡と交流が始まりました。しかし市としては、初めての海外交流でした。言葉と環

境及び考え方の異なる外国と、どのような交流を行えばいいか、また市民が理解できる、交

流が行えるかでした。実際相手の自治体と話を進めていきますと、お互いにどのような交流

を行えばいいか、悩んでいることがわかり少し安心しました。今回、務安郡庁で、バスを降

りたさい、「熊澤さん」と声をかけられたのが、当時の担当者でした。務安郡庁での歓迎会

後、今の担当課に出向き、久しぶりの再会を喜び合いました。郡を訪れるのは、４年ぶりで、

観光施設等は新たに整備され、素晴らしいものでした。町並みは、全羅南道庁周辺以外は、

以前と変わりない田舎の景色が広がり懐かしく

思いました。 

今、韓国と日本国政府の間には、いろいろな問

題がありますが、今回草の根交流団の一員として

参加し、一歩一歩ではありますが、市民交流は進

んできていると感じました。ハングルができなく

ても、交流はできることを改めて感じ、務安郡及

び釜山の魅力を、参加者を通じ広く市民にアピー

ルできれば、第２回、第３回の交流団の派遣がで

きると確信しました。特に､木浦共生園での交流

は、初めて訪れた場所でもありますが感動しまし

た。また、釜山でのシン・ウンジュ舞踊団公演鑑

賞、その後の交流会もなかなかできる体験ではなく、次回もぜひ行程の中に入れるべき場所

と思います。中学生の交流についても、当初始めた頃と比べると、政治状況も変わり難しく

なってきていますが、世界へ目を向け、またお隣の国へ目を向け、学校では、教えてくれな

い体験ができる交流を、続けていくように努力していきたいです。 

 当初、務安郡で、やってみたいこと、できることをいろいろ考えていましたが、時間の制

限もあり、思っていたことの半分もできませんでしたが、提携当時の郡守ソ・サムソク氏と

再会し親交を深めることができました。また、いろいろな体験及び食事会を通して、参加者

との交流を深めることができた、草の根交流団に参加させていただき、感謝申し上げます。 
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小さな発見 
  

                                   名古屋市   坂下 平吉   
  

シン・ウンジュさんのサルプリ舞を見た。会場はプサン駅近くの未来健康病院ビル10階、

シンさんの主宰するダンススタジオのホール。階段式の客席100余りに、フロアステージ。

規模は小さいが踊り子にも観客にも居心地の良い素晴らしい空間だった。演目は次のヨーロッ

パ公演に準備された伝統舞踊と創作舞踊のバランスの取れた意欲的なものだった。 

そのなかでシンさんのサルプリ舞には心を揺さぶられた。2月の北名古屋で開催したアジア

太平洋フェスティバルで、シンさんの舞いに、もうひとつの韓国を見つけた思いだったので、

プサンでの交流を楽しみにしていた。 

スポットライトが当たった。シンさんは、白いチ

マ・チョゴリを着て白い布をもってひとりで舞い始

めた。静かだ。静謐な世界が広がってきた。確かに

曲は流れているが、シンさんの指先や所作のキレに

五感が奪われて音が耳に残らない。ゆっくりとした

リズムから次第に激しく、白い布を振り回しながら

舞い続ける。サルプリ舞は死者の怨念による厄や悪

霊をはらう舞だそうだ。が、シンさんによれば、白

い布は《恨（ハン）》をシンボリックにしたものだ

という。これは《恨の舞》なのだ。白い布を振り払

おうと、振り払おうとしても、どうしても、白い布

は振り払えない。振り払って、解き放されたい気持

ちと、どう踠いても、それから逃れられない気持ち

とが、激しく交錯し揺れ動く。そして、振り払って

しまうことができない《恨》を、心の底に沈めて静

かに《恨》を背負って生き続ける宿命のさまを舞っ

ているのだそうだ。 

韓国は《恨（ハン）の文化》と言われる。《恨》

は、単なる恨みや辛みだけでなく、無念さや悲哀や

無常観、（虐げる側である優越者に対する）あこが

れや妬み、悲惨な境遇からの解放願望など、民衆の中に蓄積された複雑な感情なのだそうだ。

(Wikipedia)《恨の理解》なくして韓国は理解できないともいう。 

正直なところ、まだ、私には解らない。しかし、シンさんの舞を通じて、韓国理解へと続く

道筋を見つけた思いはする。韓国文化は、火のように燃える激情と喧噪の中にだけではなく、

静謐なものの中にも脈々と流れているのだと《小さな発見》をした。 
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私の一歩 

片場  清水 春代   

北名古屋市草の根交流務安郡派遣団で務安郡に行ってきました。セントレアから仁川へ 

飛行機で２時間、ソウルの龍山から KTX で３時間ほどで務安のお隣の木浦駅に到着です。

ここで２泊そして釜山で１泊、３泊４日の旅です。 

木浦駅からバスで、今夜の交流夕食会の「ハンミル」へ向かいました。その席に北名古屋

市ゆかりの方々や私達訪問団がお逢いしたい方々をお招きしました。私は皆様をよく知り

ませんので少し固くなっていました。料理を食べながらこれは何だろうと思うものがあり

ましたのでお隣の韓国の方にたずねたところ、「そうですね、日本語では何というのでしょ

う」とバックからスマホを取り出して、一生懸命検索して下さいました。そして「ホヤ貝」

と書いてある画像を見せてくださいました。それがきっかけで韓定食の食べ方や由来など

を教えて下さいました。食いしん坊の私は楽しく食事をすることができました。帰り際、「ま

たいつかお逢できるといいですね」とハグをして別れました。 

郡庁への表敬訪問では、郡庁前で職員の方々が日韓の旗を振って出迎えて下さいました。

私ははずかしくて小走りで駆け抜けました。歓迎セレモニーが終わってからラムサール条

約に指定されている干潟に向いました。休館日にもか

かわらず開館していただき感謝です。見渡す限りの広

大な干潟を前にして、北名古屋市の多くのみなさまに

ぜひ見てもらいたいと、思いました。回山白蓮池は東

洋最大の白蓮池と言われ、７～9 月まで花が咲きます。

８月には盛大に蓮祭りが行われるそうですので、その

時期に来てみたいです。 

 共生園は行ってみたかった所です。着いて園の広さ

にびっくりしました。記念館へ通じる道に６本の梅の

木が植えられていました。これは「うめぼしが食べた

い」という田内千鶴子さんの最後の言葉を聞いた小渕

総理大臣が、感銘を受けて日本から送られそうです。

戦乱の中、３千人もの子供達を育てあげ、その後も自

立できるように尽力をそそいだ千鶴子さんの最後の言

葉が余りにも素朴で簡素なのが私の心にひびきまし

た。「祖国」という思いの奥深さを感じました。 

 ４時間ほどバスに乗り、釜山に着きました。韓国のお寺のほとんどが山の中にあるのに海

東龍宮寺は海のすぐそばにありました。中に入って眺めると天井に蓮の花の灯籠が飾って

ありました。以前、韓国大好きな私の友達が「韓紙教室でこんなの作ったよ」と蓮のオブジ

ェの写メールをもらったことがあります。ああ、これはお寺に飾るものだ、とわかりました。

夜は楽しみにしていた公演です。２月の北名古屋公演を見た時、先生の踊りは今まで見た舞

踊とは違う、モノクロの精神世界を思わせるものでした。釜山の会場は思ったよりこぢんま

りした感じで、会場からはみだしそうな音の中、きゃしゃな先生の舞にどこにそんな力があ

るのか不思議でなりませでした。交流会の夕食で一人一人に日本語であいさつしてくださ

る先生のお姿を見て、辛先生がますます好きになりました。本当に来て良かった。ありがと

うございます。 

この旅で私が交流できた方々はわずかでしたので、今度はいろいろな北名古屋のみなさ

んが草の根の一歩を残してほしいと思います。 
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草の根交流韓国務安郡派遣団に参加して 

九之坪  田中 健二   
杉野団長を始め 21 名の訪問団は 11 月 5 日の早朝にセントレアに集合、仁川空港から韓国

入りし、木浦、友好提携先の務安、釜山を回り、釜山空港から 8 日に帰国するまでの 4 日間、

団長のリーダーシップのもと、団員一人ひとりの自律した行動により、実り多い交流を深めて

きました。今回の訪問は 5 日夜の交流会から始まり、10 年前に友好提携を結んだ時の郡守さ

ん、交流担当者、協会の韓国語教室の先生方との懇談で、この 10 年間の交流の拡がり、着実

な成果を実感しました。 

翌 6 日には務安郡庁を訪問し、パク副郡守からの歓迎の挨拶に加え、多くの職員や関係団体

の方々の歓迎を受け、前日に続き、この 10 年の確かな交流の深まりを団員一同、再確認した

ところです。その後は、ラムサール条約登録湿地の務安生態干潟センター、回山白蓮池を視察、

車窓から肥沃な黄土の平野に拡がる玉ねぎ畑など務安の豊かな自然にも触れることができま

した。夕刻には「木浦共生園」を訪問。基督教伝道師ユン・チホ氏と、後に木浦の母と敬愛さ

れた田内千鶴子氏の孤児支援の歴史を同氏の孫となる園長さんからお聴きし、苦難な道に生涯

を捧げた異国の地の日本人の姿に強く心を打たれました。 

翌 7 日は次の訪問地、釜山へ移動。今年 2 月の第 5 回アジア太平洋フェスティバルに出演

いただいたシン・ウンジュ舞踊団の公演を鑑賞。洗練された専用シアターでの韓国伝統舞踊と

創作のコンテンポラリーダンス、どちらも高い芸術性を感じさせる素晴らしいパフォーマンス

で、公演後には夜が更けるまで、様々な話題で親交を深めることが出来ました。 

最終日 8 日は帰国するだけ

の日程でしたが、この派遣期

間は、5 日に米トランプ大統領

が来日、7 日には韓国に入り、

緊迫化する朝鮮半島情勢につ

いての協議がなされた時と、

ぴったり重なっていました。

日本から配信されていたライ

ブの映像では、エアフォース

ワンから降り立つトランプ大

統領夫妻、様々な協議の場面、韓国に飛び立つ同機を追う映像までライブで流され、非常に緊

迫した雰囲気が伝わってきました。一方、私たちが訪問し、実際の目で見た韓国の市民の生活

は非常に落ち着いた様子であり、様々な交流の場でも、韓国の方々から緊迫した雰囲気を感じ

ることはありませんでした。唯一、街なかに軍服を着た兵士を見かけた時に、韓国の徴兵制に

思いが至りましたが、それすら釜山の「ソロンタン」をいただいた食堂では、隣のテーブルで

軍服姿の若い男女の兵士が談笑しながら食事をしており、私達も何の違和感も持ちませんでし

た。外交レベルの緊張感、市民レベルの穏やかな交流、場面もレベルも違いますが、こうした

多様で重層的なつながりが、国際関係においては非常に重要なことのように、改めて強く感じ

た４日間でした。そうしたことも含めて、今回の訪問で体験したことをまず身のまわりの市民

の皆さんにお伝えしたいと思います。 
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なつかしい恩師との再会で胸がいっぱいに︕ 

                 六ツ師  西脇 君枝   

 １２年前北名古屋市ハングル講座に参加して、韓国語の魅力にとりつかれました。ハング

ル同好会が立ち上がって以来、多くの先生方のお陰で今も楽しく勉強しております。       

今回の草の根交流ではお世話になった三人の先生方にお会いする事が出来て本当に嬉し

かったです。当時と変わらず元気ではつらつとした先生方に韓国でのご活躍の様子がわか

りました。私は韓国での先生との思い出を大切にしています。パク先生の結婚式に出席して

韓国語で練習した歌を歌って喜んでいただ

いたこと。ウネ先生の実家のピグン島へ行

き「春のワルツ」のロケ地でハートの湾を見

て感動したこと。先生のご両親にお世話に

なったこと。ミョンヒ先生と一緒に「夏の香

り」のロケ地宝城（ポソン）の茶畑、「あり

がとうございます」のロケ地チュン島の満

潮時には海に沈んで通れなくなる道路、珍

島のポンおばあさんと虎の像などを巡った

ことなど。ツアーでは決してできない体験

をさせていただいたことを感謝しています。どれもこれも忘れられない大切な思い出です。 

 今回の草の根交流では務安郡庁で旗をふって歓迎を受けたこと、副郡守さんの心温まる

お言葉を頂いたことに感激いたしました。回山白蓮池では季節がら蓮の花は見れませんで

したが、美味しい蓮のお茶ときれいなお菓子.を頂いたこと。木浦共生園で DVD を見て涙

を流したこと。シン・ウンジュ舞踊団の活気のある踊りを見て感心したこと。交流会でめず

らしい食事を頂いたこと。やはり干潟のタコやカニの海産物やさつまいもや玉ねぎの特産

物は絶品でした。ツアーに同行してくださったガイドのキムさんのリアル韓国のお話はと

ても興味深かったです。今回ご一緒していただいた派遣団の皆様には大変お世話になりま

した。最初は顔と名前が一致しなかった方とも帰るころにはお友達になれて本当によかっ

たです。出来れば務安や木浦、釜山の方々ともっと親しくお話できればよかったのですが、

人見知りな性格や韓国語に自信がなくて本来の目的の草の根交流の役目を果たすことが出

来なかったことを申し訳なく反省いたしております。 

今後も、この様な草の根交流を続けていけばきっと今以上の友好関係になれるかとおも

います。今回この企画にご尽力いただいた皆様に感謝申し上げます。今回の草の根交流に参

加できて、また素晴らしい思い出がプラスされて、これを励みに私は韓国語の勉強を頑張る

ことができる気がします。そして次回も、先生方との再会をお約束致しました。楽しみに待

ちたいと思います。 
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            近くて遠い隣国を旅して 

                  岩倉市  馬場 律子   

 去る１１月５日から８日までの４日間、「草の根交流務安郡派遣団」の一員として参加し

た。たかが４日間の行程ながら、これまでの観光重視の旅行と省みると、密度の濃い非常に

有意義で発見の多い旅であった。残念ながら昨今の日韓関係の情勢から、あれほどハングル

語に勤しみ韓国に親しみを抱いていた多くの仲間たちが去っていった現状を憂えていた中

での旅であった。 

 まず、務安郡庁の関係者の方々が日韓旗を手に

手厚く歓迎の意を表して下さった。このような温

かいもてなしに感激し、友好の絆を少しでも深め

ることができるように努めた。また、夜の晩餐会

には、過去に北名古屋市にて韓国語の教鞭を執ら

れた先生方との再会があり、派遣団のかつての教

え子たちは時空を超えてハグし、なつかしく再会

を喜び合っていた。ここにこそ、かつての深い絆

が間違いなく存在していた証だと私は確信した。

務安生態干潟センター、回山白蓮池の見学などは、

これまでソウル周辺にしか足を運ばなかった私

にとって、都会の喧騒が韓国であるかのような印

象であったのが一掃された。自然豊かで、直向き

に黙々と野良仕事に従事している人びとをバス

の車窓から眺めたり、茫然と広がる干潟の彼方に想いを寄せたり、健気に生き延びている水

蓮の生命力に感動したりできたのも今回の旅の収穫であった。 

 共生園での交流もまたとない良い機会を与えられた。朝鮮戦争の動乱の最中、身を粉にし

て異国の孤児たちを守り、愛し、育て上げた日本人女性「田内千鶴子」さんの存在に深い感

銘を覚えた。現在は三代に渡って彼女の意志を受け継ぎ、日韓の架け橋となって共生園を運

営されている。帰り際、共生園で暮らす子供達と遭遇し、しばし歓談することができた。ど

の子もあどけなく、笑顔で人懐こさを感じ取ることができて幸いであった。この子たちがこ

れからも幸あれと願うばかりであった。 

 最後に、釜山での「シン・ウンジュ舞踊団」の公演も見事であった。舞台直近で韓国伝統

舞踊を鑑賞できたことは何よりの喜びであった。響き渡る太鼓、迫力ある足さばき、一糸乱

れぬ群舞の数々に思わず固唾を呑んで魅入ってしまった。その後の交流食事会では、隣り合

わせたキム・クニョンさんと交流できた。現在３２才の独身であること。中学生の頃からダ

ンスや舞踊が大好きで、将来は舞踊団に入りたかったことなど、カタコトながらプライベー

トな話ができるなど意思疎通がとれたことは何よりであった。 

 昨今の日韓政治情勢を踏まえると、「近くて遠い隣国（韓国）」であった私の認識が、今回

の交流の旅を通して、友好的で温かい人柄の韓国の方々と触れ合えたことで一変し、今まで

以上に韓国を身近に感じることができ、更なる絆を今後も深めていきたいと思った。 
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私の交流録 

                 九之坪  村下 京子 
私は過去に務安郡は２回、木浦には４回訪れていますが、今回の派遣事業ではこれまで

出会った方との再会も目的の一つだったので、実現することができ最高でした。まずは到

着した仁川空港で今回同行している M さんの知人の S さんご一家に会うことができまし

た。5 年前のお姿のままお元気そうな様子で僅かな時間でしたが韓国語で挨拶でき嬉しか

ったです。  

次はその夜の食事会に招待した韓国語講座のウネ先生と務安郡で日本語を学んでいるキ

ムさんとムンさんとの再会です。ウネ先生とは不思議な縁で講座は一度しか受けていませ

んが度々お会いする機会があり、2 年前には韓国のご自宅に伺い、ご家族にも会っていま

す。また、キムさんとムンさんは 3 年前に務安との交流事業がきっかけで出会った方で

す。キムさんから「覚えていますか？」と声を掛けられて「もちろん！」と思わず抱き合

いました。懐かしくてもっともっとお話がしたかったです。 

2 日目は務安郡庁の訪問でした。

郡庁職員の方々に小旗で出迎えを受

け感激しながら会議室に入るとびっ

くり！2 年前に中学生派遣事業で引

率されたナさんがいらっしゃるじゃ

ないですか。ここでお目にかかると

は思ってもみなかったので知ってい

る限りの韓国語で挨拶しました。彼

女は務安郡の各所に同行して私達の

サポートをしてくれました。ここで

またご縁ができました。その日の夕

方に木浦にある孤児院の共生園で 2

年前にお世話になった園長のチョ

ン・エラさんに再会しました。今回

は記念館でビデオ鑑賞し子ども達と

もふれあうことができ、新たな繋が

りができました。その夜は 3 年間韓

国語講座でご指導いただいたミョンヒ先生との再会です。木浦でお会いするのは 4 度目で

すが相変わらずお元気で今は大学の非常勤講師と研究員をされていて、川端康成の小説の

解読もされています。また絶対に会いましょうと約束をして別れました。 

3 日目の釜山は 2 月のアジア太平洋フェスティバルで華麗な舞踊を披露されたシンさん

との再会です。今回は私達の為にエネルギッシュな素晴らしい舞踊を６演目披露していた

だき感激しました。劇団の方々と一緒に食事をし、これからも末永く交流していきましょ

うとシンさんの日本語での挨拶に感銘を受けました。振り返ると多くの方とご縁があり交

流をしてきたのだなあ、としみじみ思います。それぞれのご縁を大切にまだ見ぬこれから

先の新たな出会いを楽しみに私なりの小さいけれど実りある交流を続けていきたいと思い

ます。 
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時期
人員
報告会
公募

時期
人員 20名
報告会 平成30年2月
公募 8月

本年度予算 流用額 予算現額 決算額 比較増減額

（円） （円） （円） （円） （円） （円）

2,000,000 0 2,000,000 1,990,000 ▲10,000

参加費 2,000,000 0 2,000,000 1,990,000 ▲10,000 参加者負担金 1,990,000

グアム派遣　55,000円X19名 →1,045,000 

務安派遣　　45,000円X21名 →945,000

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0

補助金 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 市補助金　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000

0 0 0 4 4

利子 0 0 0 4 4 利子 4

7,000,000 0 7,000,000 6,990,004 ▲9,996

本年度予算 流用額 予算現額 決算額 比較増減額

（円） （円） （円） （円） （円） （円）

事業費 7,000,000 0 7,000,000 6,240,982 759,018

１　旅費 50,000 0 50,000 35,317 14,683 旅費　　     35,317

◇連絡事務旅費 →16,000

◇ESTA経費 →19.317

２　需用費 950,000 ▲86,000 864,000 391,259 472,741 需用費　　　　　　　 391,259

◇記念品費 →112,250

◇食糧費(交流会) →145,287

◇印刷製本費等 → 133,722

３　役務費 0 92,000 92,000 88,606 3,394 役務費 88,606

◇WIFI使用料等 →88,606 

４　委託料 6,000,000 ▲6,000 5,994,000 5,725,800 268,200 委託料　       5,725,800

◇グアム派遣 →3,380,660

◇務安派遣 →2,345,140

7,000,000 0 7,000,000 6,240,982 759,018

草の根交流韓国務安郡派遣団 韓国全羅南道務安郡

6月28日～7月1日（3泊4日）
20名
平成30年2月
4月

11月5日～8日（3泊4日）

平成29年度 北名古屋市草の根交流海外派遣事業概要

1 事業方針

北名古屋市国際交流協会設立10周年を記念して、草の根の国際交流を推進し地域の国際化につなぐため、

すでに友好交流の実績のある韓国全羅南道務安郡と今後交流が見込まれる米国グアム準州に市民代表団を

草の根交流米国グアム派遣団 米国グアム準州

派遣します。アイデア出しから、企画・運営、実施まで、市民主導を徹底し、「市民が主役」となる

国際交流のモデル事業をめざします。

なお、この事業は、北名古屋市に預託された篤志家からの寄付金を財源として実施します。

２ 事業計画

事業名 内容 派遣国等

② 収入決算額6,990,004円と支出決算額6,240,982円との差引額749,022円は、次年度以降の繰越額となります。

1　負担金

平成29年度 北名古屋市草の根交流海外派遣事業収支決算書

収入の部

項　　　　目 説　　　　明

計

２　補助金

計

支出の部

項　　　　目 説　　　　明

3　諸収入

注　　 ① この収支決算書は、平成30年1月1日現在で取りまとめた見込みのものです。
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日　　時　平成29年6月28日（水）朝出発
　　　　　～7月1日（土）最終便　3泊4日（全食付）
派　遣　国　米国グアム
参　加　費　55 ,000円
　　　　　（パスポート取得費。その他、個人費用は除く）
内　　容　米国グアムでの草の根交流、施設見学等
募集人数　約20名
応募資格 　◉市内在住または在勤の方、もしくは協会会員で、
　　　　　 18歳以上の方
　　　　　◉事前説明会、研修会、報告会に参加できる方
　　　　　◉草の根交流を理解し、協会活動に支援できる方
応募方法　次の書類を4月17日（月）までに協会に提出してください。　
　　　　　◉参加申込書
　　　　　　（協会ＨＰからダウンロードまたは事務局でお渡しします）
　　　　　◉作文（1,000字以内）　
　　　　　　テーマ「グアムとの交流で私のできること、やってみたいこと」
選考方法　提出された文書をもとに選考します。
決定通知　4月25日（火）までに書面で通知します。

今年は、北名古屋市国際交流協会が設立されて10周年の節
目の年になります。
　この10年を振り返り、次の10年を考えるため、草の根交流派遣
団を米国グアムに派遣します。この草の根交流派遣団は、《市民が主役》となる国際交流
をめざしています。草の根交流に関心のある市民の皆さんの応募をお待ちしております。

米国グアムとの草の根交流に

　参加しませんか！

市民の皆さん！

お気軽に
お問合せく

ださい！

北名古屋市国際交流協会北名古屋市国際交流協会
北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所（西庁舎4階） Emai l ： info@kitanagoya-kiia.jp

☎0568（22）1111
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平成２８年度 草の根交流海外派遣団検討委員会概要

平成２８年度 草の根交流海外派遣団検討委員会検討項目
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10
北名古屋市国際交流協会設立 10周年を記念して、
北名古屋市民による草の根の国際交流を推進するため、
北名古屋市と友好提携である韓国務安郡と、今後、交流
が見込まれる米国グアム準州に、北名古屋市民による
草の根国際交流団の派遣を検討します。
このプログラムは、「市民が主役」の国際交流をめざし、
アイデア出しから、企画運営、実施まで、市民主導で
取り組みたいと考えております。
その推進のエンジンとして、グアム委員会、務安委員会
を立ち上げますので、委員会メンバーを募集いたします。
まずは、意見交換から始めます。
多くの市民の皆様の参加をお願いいたします。

2017．        .            .とき
　◎ グアム委員会　10：00 ～ 12：00
　◎ 務安委員会　　13：00 ～ 15：00
ところ　　北名古屋市コミュニティセンター 3階ホール

問い合わせ・申し込み先
北名古屋市国際交流協会 ☎0568-22-1111 info@kitanagoya-kiia.jp

日





◎この事業は、「平成 29年度元気な愛知の市町村づくり補助金
（チャレンジ枠）」《愛知県補助金》の対象事業として実施しました。

北名古屋市国際交流協会
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田 15 番地
TEL  0568-22-1111　FAX  0568-25-1800
E-mail   info@kitanagoya-kiia.jp
URL  http://www.kitanagoya-kiia.jp/
Facebook  https://facebook.com/kitanagoyakiia

発行   北名古屋市人事秘書課
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