
○自分にできることからスタート

　市内に住む外国人の皆さんに、日本社会や日本での暮らしに対する思い、同じ外国人への呼び掛け
などについて語っていただきました。
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特集：外国人と日本人との共生 外国人を支える
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UBJ（UNION BRAZIL JAPAN）
　日本在住のブラジル人のために設立された組織で、鈴鹿、亀山、四
日市、津市在住のブラジル人を中心に2002年6月に設立。みんなが幸
せで安全に住みよい生活を送れる社会になるようにと、言葉、生活
文化、法律などに関する情報交換や交流活動を展開

頑張っていいとこ見せようよ！！

「　　　　」の精神で

本多　フローラさん
ブラジル出身・市内在住9年・公務員

中国出身・市内在住4年
鈴鹿国際大学4年

　両親が日本人で、小さいころから
日本のことを聞いて育ったため、両

親が生まれた国へ行くのが夢でした。
16年前に家族とともに来日しましたが、日本人のやさ
しさ、礼儀正しさ、きちょうめんさがとても気持ち良く、
ブラジルにはない安心感を感じました。
　しかしその反面、一部の悪い外国人のために差別さ
れていると感じたこともあります。そんな時、ブラジル
ではとても評価の高い日系人が、なぜ日本に来て罪を
犯すのかと、とても寂しく思いました。
　これまで、行政やボランティアの方たちにたくさん
の手を差し伸べてもらいました。だから今度は、外国人
が日本人の皆さんの声に耳を傾ける番ではないでしょ
うか。「せっかく日本に来てるんだから、頑張っていい
とこ見せようよ」と外国人の皆さんに呼びかけたいです。

日本人と同じような暮らしがしたい

トクマル・ミゲルさん
ペルー出身・市内在住8年・自動車部品工場勤務

　約14年前に来日しました。初め
は短期滞在の予定でしたが、だん

だんと日本が好きになり、今は永住
したいと考えています。
　問題は言葉が通じないことです。親子で日本語
を学ばなくてはと思っていますが、なかなか時間
が取れません。また、老後も悩みの一つで、年金や医
療の問題など、心配事もたくさんあります。
　現在、ペルー人会を立ち上げて、日本のルールや
文化などをペルー人に紹介する活動をしています。
活動を通じて思うことは、日本人と外国人が仲良
く付き合うために、スポーツや文化での交流がで
きれば、理解し合える場面も増えてくるのではな
いかということです。将来、外国人が日本人と同じ
ように暮らすことができるよう期待しています。

鈴鹿ペルー人会
　平成17年11月、広島市で起きた少女殺害事件で、日系ペルー人容疑者
が鈴鹿市内で逮捕されたことをきっかけに、翌年1月に結成。現在メンバ
ーは16人。家庭や職場にこもり社会から孤立しがちなペルー人が、社会
に解け込めるように、日本の文化やルール、子どもの教育や進路につい
てのアドバイスなどを会報を通じて紹介

日本語教室
●鈴鹿日本語会AIUEO※

●桜島日本語教室※

●日本語中級講座

●一ノ宮よみかき交流会

●玉垣よみかき交流会

学習支援教室
●ワールドキッズ※

●桜島学習支援センター
　さくらんぼ※

　日本人は外国人と対面すると一歩引いてしまう人が多いですが、わたしもその一人でした。仕事の関係で
外国人と接する機会もありましたので、「引かないように」と思ったとき、広報紙で日本語教室のボランティ
ア募集の記事を見つけ、「自分ができることは、日本語を通じた交流」という発想で飛び込みました。

　約6年間の活動を通じて、言葉が理解できない外国人は、こちらの言い方や表現方法
が少し変わっただけでも困惑することがわかりました。ですから、外国人の立場に立っ
て、どのように接したら良いかということをいつも考えるようになりました。
　また、 この活動を通じて、どんな外国人とでも日本人と接するときと同じように違
和感なく向き合えるようになりました。以前は入りにくかった外国の食材や雑貨を扱っ
ているお店も今は平気です。人間は経験を重ねることにより環境に適応できます。外国
人との付き合いが多くなれば、日本人と同じように付き合えるようになると思います。

ボランティア活動を通じてボランティア活動を通じて

○日本語教室の様子

○相手の立場に立って

　日本語教室の参加者は、100％社会人で学生の方は全くいません。国籍としてはブラジルやペルーの方が多く、最近は、中国
やインドネシアの方も参加されています。現在約200人の登録がありますが、来られる方はほぼ毎回同じ方と
いう状況で、本当に日本語で困っている方や意欲のある方が続けて参加されているのではないでしょうか。
　少しでも早く上達していただくため、授業はすべて日本語で進めています。オリジナルのテキストを使っ
て、初歩の部分から日本語検定受験の支援まで、学習者の要望にできるだけ応じた支援に取り組んでいます。
　また、ひな祭りや七夕会など、季節ごとの日本の文化を紹介する交流会なども行っています。

鈴鹿日本語会AIUEO

代 表　村山　貴彦さん
鈴鹿日本語会AIUEO

代 表　村山　貴彦さん

　ここでは、外国人と日本人との共生を支援するための日本語教室や学習支援教室を紹介します。これらの教室は、多く
のボランティアの方によって支えられています。

※印の教室では、ボランティアを募集しています。関心のある方は、それぞれの連絡先へお問合せください。

　外国人に対してボランティアで日本語教室を開いている鈴鹿日本語会AIUEOで、約6年間活躍している代
表の村山さんにお話を伺いました。

●連絡先（ポルトガル語・日本語対応）
○イベント ・講演：伊達エリンダさん（  090-7311-4965）
○教育 ・文化：米川綾さん（  080-3644-9114）
○サンバなど ：本多フローラさん（  090-6075-4479）

●連絡先　代表：トクマル・ミゲルさん
（  090-2925-8853）
（　conpejp@hotmail.com）

とき／毎週土曜日18時～19時30分　ところ／河曲公民館
連絡先／森由美子さん（  383-5266（18時以降））
とき／毎週水曜日19時30分～21時　ところ／県営桜島団地集会所
連絡先／当間初美さん（  384-2649（19時以降））
とき／毎週火曜日19時30分～21時　ところ／近鉄鈴鹿市駅ビル3階
連絡先／（財）鈴鹿国際交流協会（  383-0724）
とき／火曜日19時～20時30分　ところ／鈴鹿市人権教育センター
連絡先／鈴鹿市人権教育センター（  384-7411）
とき／毎週木曜日19時～20時30分　ところ／玉垣教育集会所
連絡先／鈴鹿市人権教育センター（  384-7411）

子どもにアドバイスできない不安を感じます

木部　エディータさん
フィリピン出身
市内在住17年・主婦

　日本人の夫と結婚して来日しました。直後は日本
語を話せずとても戸惑いましたが、近所の方に「雨

が降ってきたよ」などと声を掛けてもらったり、同年代の子を持つ方に学校のことを教え
てもらったり、とてもやさしく接していただきました。
　反面、日ごろから、日本を知り、外国人を理解してもらうには、コミュニケーションが大切だと思っ
ていますが、今でも拒否されることがしばしばあり、国際社会というには程遠い現実を感じています。
　現在は、子どもに対し、教育や将来についてアドバイスできないことがとても不安です。子
どもには、「わたしのお母さんは何もわからない」という気持ちになってほしくないので、これ
からも日本語をはじめ、学校や地域のことなどをきちんと学びたいと思っています。

とき／毎週土曜日10時30分～12時　ところ／牧田公民館または
牧田コミュニティセンター　連絡先／宮田直季さん（  090-6646-1324）
とき／毎週月曜日14時30分～17時　ところ／県営桜島団地集会所
連絡先／永田皓さん（  386-2966）

楊　志華さん
よう し　  か

楊　志華さん
よう し　  か

と う ま は つ み

あきら

　来日時は、言葉の壁や中国との生活様式の違いに戸惑いましたが、「入
     （郷に入っては郷に従え）」のことわざを胸に、日本の文化にできるだけ

順応しようと努力してきました。日本では、外国人、日本人を問わず、アパートの隣人とも会話
が無いような孤独な人が多いと感じました。もっと交流できる場を増やすといいと思います。
　また、日本人は、同じ外国人でも学生に対しては寛容な面があるとも感じています。おか
げで、初めは日本語を学んで帰国する予定でしたが、大学に入学する機会に恵まれました。
また、中国の文化を紹介するボランティアなどを通じて、多くの人と交流することもでき
ました。今は、日本で就職したいと思っています。
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