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四街道市国際交流協会広報誌 2011.12.1

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。

現在会員数約 150人。協会が始動して 5カ月が経ちました。

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

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、

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

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。

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 !

四街道市国際交流協会会長・ 事務局長

武野 寛子
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■1日¨ntentsザ

姉妹都市リバモアからのプレゼント

会長あいさつ

姉妹都市リバモアから短期留学生と随行員来市

日本語スピーチ発表会を開催しました

【連載外国籍市民インタビュー1クローズアップ !

【連載トピック】市内の団体紹介

【連載コラム】Think You Know Yotsukaido!?

【連載コーナー】四街道クイズ

【多言語情報】四街道市からのお知らせ

“平成24年度保育所。保育園入所案内"

P7 各部会の活動紹介

P8【ピックアップ】初めまして～所属会員の自己紹介～

協会からのお知らせとイベントスケジュール

編集後記、会員募集のこ案内



|ThinkYou K五o btsukaido?
Part l 四街道を知り尽くそう!～『四街道知ってるか!乃
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WhenpuspeakofYotsukaidO,■ c average Pcrson might think Of

Yo“ukaidO StatiOn,Im Yo回 o,rccendythc Mega― Donki,andYotsu―

kaldO Park.But,Lke anyPlace inJaPall,undcr the aPartment∞m―

PleXCS,residcntial ncighborh00ds,cOnvcttnce storcs and shoPPing
centers,is a placc wherc people havelived fOr hundreds Or thousands

Ofyears.My hOpe宙 ththis mtton of YOCCA NEWSお to cxP10rC

the hidden layes OfourtO_,and the Phces where yOu can stillsec a

hintOf“ whatwas"under“‖mtis."

I hadheardbefO“ ぬ盤山e narle YOtstido calnc hm onc wccinc

intersection where avo Old rOads crcDssed.As Our manden voyage wc

(our historian Mr.Suzuki,Ourcamera Ma'am Mso Shiraishi,
YOCm senergysourccttTokdlashttdmyserndddedttШ―
neyわ thelegend9heartOfYO蜘山 鼠 )一 YOmidocぃ 。

Ь ttonttenorthandeastddeOfЪ
“

ukaiお StatiOち Ъ

“

面 dOぉ

where htighways 64 and 66,mect.Ъcre's a gas station,a few sman

businesscs,and a big old tree enc10sed by a Fence.Near the tree is an

infOmative sign,and awcathered stOne rOad marke■ 7hc gas statiOn

reminds me ofgas stations ofmy childh00d,befOre exPressways Or

pay― by― credit― card,whcn families wOuld stOP,get Out ofthe caち

stretch theirlegs,mup thegtt tantbuyacOke,and“st.

Misunish。 .vs us thatthe stOne road

markerhas fOur sides:

“N品 :Ndta MOuntain Road"

“SOuth:ChibaTOwn ROad"

“East:TOgane,Umawanhi"

“Wcst TOkyo,Funabash."

Ъ e rOad markerhas a datc― stamP,1881.

Chibawas atown,not a dty.AccO満 電 tO

literature,this was“ Yo“ukadO"(四つ角 :FOur

COmers)before YO"ukaidO(四 街道 :FOur―

Town ROad)was ever a town.

Thetree,an enok(榎 ,JTaneSChttkberrypぉ certainlyd,btt alsO

very fat.L00king at the sign:“ age ofthe trec unclean"Ъ esl諄 alsO

conirms what DII■ SuzukitOld me,that trces were planted as rnarkers

everyЪ"(里 ,four lci10-

meters)so travellers

could f0110w the rOad,

StOP and rest.■ hc next

“marker"tree still
remains up ncar Kurl―

yama.Ms.Shiraishi
takes Pictures of the

interscction,and I POse

with my hand― drawn
rOad sign,wilngto avondgettilng in thewayofthc streatn oftruc.

MisuzllkisccmsmhavedisapPCared.Buth facthc'ssmckgold.
Hc reappears and tcus mc“ IjustttedtOthcttpstatiOncDWner9TsL

tomu Fukushima― hs family has been mnning a busincss hcrc fOr

thc last s破 generations."My cyes growwnde,taking a momentto

process that. S破 gcnerations― nearly twO hundred ycarsP!Ihe

weathcrcd stOrle road markcr sOunds newby cOmpanson.Two hun―

dred ycars ago,what hd Ofa busincss wcDuld yOu cxPeCt at a cross―

roads OfavO inaJOr rOads,ncar a tree for shadc,where travellers On

f00tOrhO●ebackmightstOP alld restP A tea shOP,OfcOursd ln thc

samc sPot as the Eneos ttS Station,that r ve driven by orwned by

hundreds Ofdm℃ s,st00d aLtde tca shOp.

While WL SuniandⅣL FttshimacOnversclstmm tO fOnowthc
conversation.Somc POmtS'LChsmckme:

一M■ Fukushimゴ s great―grandfathcち Walcichi Fukushima actu鉤

gave YO“ukandO its nalne.

―Ъ e gasstation opencd h 1961,cightyca befO“ Iwas bOrn.
…¶le enOki tree is atleast 370ycars old.

――On bOth sides Ofthc rOad thcre used to be tea Orchards,prOnding

the tea to servc to customers.

―Whcn M■ Fukushimawas young the enOk tree was ncarly面 ce

ぉhigh,butits whOle ncD品 SidcwastOm ofbyatyphOOn.
― SOme accOunts state that the enokitrec was moved lЮ m its Orlgn―

nd location,but M二 Fukushima insists it has always been in the

salnc Place・ (We arc cmendy scarchingfor satellitc inages hm EdO

JapantOhelPresOIVethisissuc.)

M■ Fukushima asks me a bit abOut myser(On hea五 ng I'm frOm
Scattlc he says“ Oh l have familyliving in Seatde!")We then thank

him manythes,and head backtOthe YOCCA Omce.

FromnowOnI'u neverl。 。k at the Lttle gas stttion asJust a gas

station.Instead I'n see a dirt rOadマ 前th hOrses and carts,travellers

SiPPing tea under a shade trec,and a family dOing business at this

crossroads befOre myhometOwn OfScatde cverexlstcd.
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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。

20‖ 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

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。
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