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四街道市国際交流協会広報誌

リバ モアから日本へ〜太平洋を渡 つた千羽鶴 〜
今年もリバモアから総勢 27人 の短期留学生および随行者がやつてきました。
今年は例年と違うことが一つありました。3月 11日 の東日本大震災を受け、 LYSCO(リ バモア
四街道姉妹都市市民の会 )が 日本のために義えん金を募つてくださいました。
しかも千羽鶴まで折つて四街道に届けてくださつたのです。
このたびの来市にあたって、75人 の子どもたちの応募があり、選考で 20人 に絞られたそう
です。 これらは5月 中に行われましたが、当時はほとんど毎日のように余震があり、放射能
の問題も国内外で大きく取 り上げられていました。「今年は来てくれるだろうか ?」 と私たち
は懸念を募らせていました。しかし、 LYSCOの キース会長の返事は 「日本の情報は毎日
チェックしている。参加者 のだれからもそのような懸念も質問も来ていない。むしろ、みん
な四街道のあなたたちのことを心配している」というものでした。何と言つても、日本が地
震と放射能による (風評を含めた)被 害を受けている折に、募集人数 の 3倍 以上もの応
募があつたことに四街道 とリバモアの絆の強さが表れているような気が します。
今回の交流で一段と友情と絆を深めた両国の子どもたち。楽 しい思い出を胸に去っていっ
た後も、リバモアの人たちが―羽―羽、日本への愛と復興 への願 いを込めて丁寧に折つ
てくださつた千羽鶴は私たちのそばで羽を休めています。
国際交流センターに展示 してあるこの千羽鶴。国籍も人種 も超えて 34年 の長きにわた
り育んできた絆 と友情 の 深さを、ぜひ感じていただければと思います。
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現在会員数約 150人 。
協会が始動して 5カ 月が経ちました。
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スクスク Eng‖ shや リバモア姉妹都市短期留学生及び随行者来訪受け入

姉妹都市リバモアからのプレゼント
会長あいさつ

れ時の通訳業務、通訳翻訳勉強会を除いてすべてが既存の事業でしたが、
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姉妹都市リバモアから短期留学生と随行員来市

協会と言う新 しい受け皿のもとほかの都市の国際交流協会や地域との新
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日本語スピーチ発表会を開催しました

しいつながりが生まれました。これら既存事業を発展的 に継承 しながら、
次年度から新規事業にも着手します。
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この数力月で今更ながら深く感じ入つたことがあります。 人と人との出会
いからすべてが始まり、すべてが生まれ、すべてが育まれる "。 これからも
一つ一つの出会いを大切にして活動を進めて行きたいと思います
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Think You Know YOtsukaido?"の 日本語訳を会員向けに
配布 していま丸 希望する人は協会までご連絡ください。

年 10月 末現在の四街道市の登録外国人数は l,222人 。
人数順で￨さ 第 1位 ￨さ
中国で ,84人 、第 2位 ￨さ アフガニスタンで 197人 、第 3位 がフィ:lビ ンで i78人 、第 4位 が
韓国で 89人 、第 5位 ￨さ タイで 45人 、第 6位 はスllラ ンカとアメllカ カゞ
同数の 26人 、第 8位
20‖

がパキスタンで 17人 、第 9位 が同数の 16人 でバングラデシュと力すダとぃぅ順位でした。

