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阿南市国際交流協会では随時、会員を募集しております。
当会の主旨にご賛同いただき入会いただける方（個人・法人・団体問わず）は
事務局まご連絡ください。
連絡先：090-4975-8016（野村）　

ホームページからも申し込みいただけます。
年会費　個人会員　  4,000 円 / 年　　家族会員　  1,000 円（個人会員の家族）
　　　　法人会員　10,000 円 / 年       特別会員　10,000 円 / 年（団体）
 賛助会員    10,000 円 / 年（団体）

https://ananinternational.wixsite.com/anania

入会案内
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地方自治体では、1980年代の後半から「国際交流」と「国際理解」を柱として地方の国
際化を推進してきましたが、在住外国人の増加など地域社会の変化に対応して「多文化

共生」を第3の柱として、地域の国際化を推進していくことが求められるようになりました。
そのため総務省において2005年6月に「多文化共生の推進に関する研究会」を設置して、「多
文化共生」の意義や具体的な施策について研究を続けていくこととなりました。
　総務省の研究会では、地域における多文化共生を「国籍や民族などの異なる人々が、互い
の文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に
生きていくこと」と定義しています。この定義からもわかるとおり、多文化共生を推進して
いくためには、日本人住民も外国人住民も共に地域社会を支える主体であるという認識を持
つことが求められます。（総務省　研究会報告「~地域における多文化共生の推進に向けて~」の一部を要約）

　阿南市においても、今後このような基本理念に基づいた「多文化共生の活動」の充実が求
められます。阿南市国際交流協会では、在住外国人との共生を推進するために「多様性が結
ぶ日本と世界」というスローガンの下に、今後10年間の活動の方向を定めて、行政やいろい
ろな団体や組織と連携しながら、地域の国際化を推進する具体的な活動に取り組んでいきます。

（2020年12月10日発行　AIAニュース第3号より）
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創立30周年にあたって

　阿南市国際交流協会は阿南市民と諸外国の市民とが理解と友情の上に立って相
互の交流を盛んにし、世界の平和と繁栄に貢献することを目的に、1990年10月
に創立されました。
　また今年は、世界の祭典である東京オリンピック・パラリンピックが行われる
この年に、30周年というすばらしい記念の年を迎えることができました。これ
は阿南市をはじめ歴代の役員、会員の皆様、深いご理解をいただいております各
種団体の皆様のご協力・ご支援の賜物でございます。改めて深く感謝を申し上げ
ます。
　この10年間、わが国を取り巻く環境は少子高齢化による人口減少、労働人口
の減少、生産拠点の海外流出に加え、リーマンショック、欧州債務危機、グロー
バル化する世界の中で、今なお民主化を求めて内戦が続く国々もあり、さらに世
界中に猛威を振るった新型コロナウイルス感染症、地球環境が大きく変動し、世
界の経済、日本の経済も厳しい状況にあります。加えて東日本大震災、熊本地震
の発生、スマトラ沖、四川、チリと大きな地震が続発し、私たちの社会は新たな
解決への取り組みに迫られています。
　そのような中、2015年9月、ニューヨークの国連本部で行われた国連持続可
能な開発サミットで「持続可能な開発のための2030年アジェンダ」が採択され
ました。国連に加盟する全193ヵ国が達成を目指すとうたわれています。17の
目標をもとに今を生きる私たちだけでなく、未来のためにも達成に向けた取り組
みを持続することが大切であると考えます。
　さて、阿南市国際交流協会は20周年までの運営を礎とし、英語教室、中国語
教室、さらに日本語教室は2ヵ所となり、多くの外国人が学んでおります。国立
阿南高専の留学生との交流、阿南の夏祭りへの参加、外国人の方々には法被や浴
衣を着て阿波おどりを楽しんでいただいております。バスでの研修旅行、もちつ
き大会では日本の文化を会員、市民とともに交流を深めております。海外交流と
して、オーストラリアのマリストカレッジ・アッシュグローブ校の先生・生徒、
富岡東高校の生徒との交流、ホームステイも長年続けて参りました。平成30年
には入国管理法の改正による講演会の開催等、多くの行事を行って参りました。
　また、阿南市国際交流協会主催の日本語スピーチコンテストが徳島県では当協
会が初めて開催をして3回目を迎えました。多くの参観者があり、外国人との交
流に繋がっていきつつあります。また、理事有志によるベトナムのハノイへの訪
問を行いました。
　ベトナムホーチミンで行われるイベント「ジャパンベトナムフェスティバル」
に本市の阿波おどり連と協会が30周年記念事業として参加と徳島新聞に大きく
取り上げられましたが、新型コロナウイルス感染症のため海外との往来ができな
くなり、やむなく延期となりました。しかし更なる交流を行って参りたいと思い
ます。
　阿南市国際交流協会は30年を節目とした新しい取り組みに向けて言葉や文化
の違いなどによる様々な課題を考え、多文化共生に外国人が安全・安心に暮らし、
地域住民と交流の場を持ち、各事業を行って参りたいと思います。
　今後とも、阿南市国際交流協会への変わらぬご指導とご支援を賜りますようお
願い申し上げ、創立30周年にあたってのご挨拶といたします。

阿南市国際交流協会
会長
荒谷みどり
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　私は中学校の教員を9年前に退職して、阿南市国際交流協会の会員になりまし　
た。1980年に徳島県の中学校で英語を教え始めた時は、県教育委員会に外国人教
師が1人いて、県内の学校を回り英語指導の補助をしていました。それ以後、国に
よる外国青年招致事業は加速度的に充実して、今は小学校での英語指導が始まっ
ていることもあり、県内には約100人のALT（外国語指導助手）がいます。（コロ
ナ禍で来日できていない外国人がいるので、令和2年度末の実数は77人）
　教育界にそれほどの外国人が必要なのですから、当然社会全体でも外国人は多
くなり、教育内容にも国際理解教育が入ってきました。それは大きくは世界平和
という観点からであり、具体的には多文化理解の推進が重要な鍵となります。
　1900年代に日本は他国との戦争をいくつも経験しました。そのためか、1948
年に世界人権宣言が採択され、「人間は互いに同胞の精神を持って行動しなければ
ならない」と言われながら、日本人は長い間、外国人に対する差別意識から開放
されなかったのではないかと感じられます。SDGsの目標に照らせば、ゴール17の「グ
ローバルパートナーシップ」の精神に学び、もっと多様性を受け入れなければな
らない部分があるのではないでしょうか。
　私たちの日本語教室には、地元の産業を支える外国人労働者の内、30人ほどが
在籍していて、どの生徒も熱心に勉強しています。休みの日に会社の車で買い物
に連れて行ってもらったり、国際交流協会主催のバス遠足や阿波踊りに参加した
りして元気な笑顔を見せてくれています。日本語スピーチコンテストでは、しっ
かりとした日本語で自分の思いを語り、多くの阿南市民が彼らを応援してくれま
した。
　数年間働いて母国に帰った後は、日本や阿南を語る人になる彼らの幸せを願い、
阿南市民がさらに温かい雰囲気を創り出せるような活動（ゴール10）を続けたい
と思います。創立30周年まで支えてくださった多くの方に心から感謝しています。

多様性を受け入れる国際交流

阿南市国際交流協会創立30周年記念事業
ジャパンベトナムフェスティバル参加※

令和2年2月21日から2月24日まで、ベトナムホーチミン市で開催されるジャパ
ンベトナムフェスティバルに出演する阿南市の阿波踊り連に同行して、阿南市
国際交流協会から　会員・関係者がベトナムに行き国際交流する。

日本語スピーチコンテスト
創立30周年記念式典・講演会・記念パーティー※

記念誌発行

※2019年11月22日に中華人民共和国湖北省武漢市で「原因不明のウイルス性肺炎」が初
めて確認され、その後は武漢市内から中国大陸に感染が拡がり、中国以外の国家と地域
に拡大していった。新型コロナウイルス感染の世界的流行によりイベントが延期され事
業を中止した。

創立 30 周年記念事業
実行委員長　

野村 誠也
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　阿南市国際交流協会が創立30周年という輝かしい節目を迎えられ、こうして
記念誌が発刊されますことは、誠に意義深く、心からお慶び申し上げます。また、
平素は、本市の国際交流の推進に多大な御尽力を賜っておりますことに対しまし
て、深く感謝を申し上げます。
　貴協会におかれましては、平成2年10月の創立以来、市内に在住する留学生と
の交流、日本語・外国語教室の開催、料理教室や諸外国への訪問を通じての異文
化交流など、時代のニーズに合った各種事業を展開され、本市における国際交流
の推進、並びに市民の皆様の国際感覚の醸成に寄与いただいているところでござ
います。特に、昨年の12月に、30周年記念行事の一つとして、新野公民館にお
いて実施されました、AIA日本語スピーチコンテストでは、外国人による日本語
弁論大会を通じて、地域の皆様との交流が深められ、互いの文化や歴史に触れる
ことができる素晴らしい機会となりました。
　さて、本市在住の外国人数は、令和2年12月末時点において、21カ国358人と
なっており、近年の生産年齢人口の減少を背景とした、出入国管理及び難民認定
法の改正により、今後、ますます国際化の加速が予想されます。本市といたしま
しても、2025年の大阪万博や、高規格道路の南進を見据え、人権のまち阿南と
して、今後、増えゆく外国人を含む、阿南市で暮らす全ての人にとって働きやす
く、住みやすい環境づくり、心豊かに生活を送ることができる持続可能なマチづ
くりを進めていく必要があると考えております。
　また、国際交流を通じて、異国の生活、文化、習慣等を理解し、身近に感じる
ことにより、国際間における真の相互理解、友好を図っていかなければなりませ
ん。その中で、国際交流の重要性を認識し、グローバルな感覚を身に付けた人材
の確保・育成にも努めてまいりたいと存じますので、今後におきましても、本市
国際化の良き理解者として、引き続きましての御支援、御協力を賜りますようお
願い申し上げます。
　結びとなりますが、創立30周年を迎えました阿南市国際交流協会の益々の御
発展と、会員の皆様方の御健勝と御活躍を心からお祈り申し上げまして発刊にあ
たってのお祝いのことばといたします。
　今後とも、阿南市国際交流協会への変わらぬ御指導と御支援を賜りますようお
願い申し上げ、創立30周年にあたっての御挨拶といたします。

阿南市長

表原 立磨

ごあいさつ
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　阿南市国際交流協会が、創立30周年を迎えられたことに心よりお喜び申し上
げます。
  この30年間、貴協会が地域の国際文化の推進に、多大な貢献をしてこられたこ
とに、心より感謝申しあげますとともに、これまで貴協会の活動に関わってこら
れた関係者の皆様に対しまして、深く敬意を表します。
　今、日本は、「人口減少」や「大規模災害」、さらには「新型コロナウイルス感
染症」といった国難ともいえる課題に直面しています。中でも、「人口減少」や「少
子高齢化」は、地域の活力に深刻な影響をもたらしており、持続可能な社会を築
いていくうえで大きな課題となっています。
　また、様々な分野でのグローバル化の進展や在住外国人の増加も相まって、価
値観やライフスタイル、働き方など、社会の多様化が一層進んでおり、多様な価
値観・発想をとり入れた、誰もが暮らしやすい社会にしていくことが強く求めら
れています。
　貴協会におかれましては、こうした中、在住外国人のための日本語教室や、日
本語スピーチコンテストの開催、地域の方との交流会など様々な取り組みを展開
してこられました。そして、地域で暮らす外国人と市民の皆様が、互いの文化や
考え方を尊重するとともに、安心して快適に暮らすことのできるよう、国際交流・
多文化共生に積極的に取り組んでこられました。
　本年は、「多様性と調和」を基本コンセプトとする「東京2020オリンピック・
パラリンピック大会」が開催され、2022年に生涯スポーツの祭典「ワールドマ
スターズゲームズ2021関西」が、さらには2025年に「大阪・関西万博」が開催
されます。
　海外を含め、多様な人々の参加と調和をめざすこれらのイベントを通じ、　徳
島県は、スポーツや科学、文化を通じて、世界からの人やモノが行き交う国際交
流・連携の舞台となります。
　こうした機会を捉え、貴協会の皆様と連携しながら、交流・連携の流れをより
大きなものとし、徳島が外国人の暮らしやすい地域となることはもちろんのこと、

「ダイバーシティ」に対する理解を深め、「平和の実現」や「貧困の解消」など地
球規模での課題の解決に一歩でも近づけていきたいと思います。
　結びに、貴協会が、地域における国際化の推進拠点として、この30年の礎の
上に、なお一層の発展を遂げられますことと、会員の皆様の、益々の御活躍を御
祈念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。              

公益財団法人
徳島県国際交流協会　
理事長

黒石 康夫

阿南市国際交流協会創立 30 周年を祝して
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＝

・

スリランカ　4人

ミャンマー　4人

マレーシア　5人

フィリピン　58人

タイ　4人

ラオス　4人

台湾　4人

ベトナム…74人

韓国　18人

ネパール　3人

中国　128人

北朝鮮　9人

モンゴル　2人

イギリス　5人

フランス　1人

ルーマニア　2人

アメリカ　8人

カナダ　1人

コロンビア　1人

オーストラリア　2人

インドネシア　21人

阿南市には21カ国358人の外国人が  暮らしています。

アジア 北米 ヨーロッパ オセアニア 中南米

アジア　338人　94.4％

338人 9人 8人 2人 1人

国別人数の推移

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

中国

ベトナムフィリピン

インドネシア

年

阿南市で暮らす外国人
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＝

・

スリランカ　4人

ミャンマー　4人

マレーシア　5人

フィリピン　58人

タイ　4人

ラオス　4人

台湾　4人

ベトナム…74人

韓国　18人

ネパール　3人

中国　128人

北朝鮮　9人

モンゴル　2人

イギリス　5人

フランス　1人

ルーマニア　2人

アメリカ　8人

カナダ　1人

コロンビア　1人

オーストラリア　2人

インドネシア　21人

阿南市には21カ国358人の外国人が  暮らしています。

2020 年 12 月 31 日現在　阿南市外国人登録資料より

アジア 北米 ヨーロッパ オセアニア 中南米

アジア　338人　94.4％

338人 9人 8人 2人 1人

エリア別人数

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

中国

ベトナムフィリピン

インドネシア

年

凡例



10

徳島県では、何人の外国人が暮らしているのでしょうか？

1

1.およそ4,500人

2.およそ6,500人

3.およそ8,500人

※ 徳島県の外国人数の推移：法務省在留外国人統計及び登録外国人統計（各年12月）より阿部作成 町村人口は徳島県推計人口（2019年12月）

6,590人＜

 美波町 6,385人

 勝浦町 4,896人

 神山町 4,692人

 牟岐町 3,802人

 佐那河内村 2,078人

 上勝町 1,361人

徳島県に住んでいる外国人のうち、アジアの人が占める割合は？

2

1.およそ50％

2.およそ70％

3.およそ90％

中国

1 ,9 9 0  

3 0 %

ベト ナム

1 ,8 1 2  

2 7 %

フィ リ ピン

7 6 5  

1 2 %

インド ネシア , 

3 8 6  , 6 %

韓国・ 朝鮮, 

3 2 1  , 5 %

その他アジア

7 6 6  

1 2 %

その他

5 5 2  

8 %

92%

※ 徳島県の国籍別外国人数：法務省在留外国人統計（2019年12月）より阿部作成

徳島県内の在留外国人

※徳島県の外国人数の推移 : 法務省在留外国人統計及び登録外国人統計（各年 12 月）より阿部作成町村人口は徳島県推計人口（2019 年 12 月）

※ 徳島県の国籍別外国人数 : 法務省在留外国人統計（2019 年 12 月）より阿部作成

公益財団法人徳島県国際交流協会　常務理事兼事務局長　阿部篤様より提供頂いた資料より抜粋

1 在留外国人の推移

2 県内在留外国人の国別構成

徳島県町村人口より 登録外国人数

2019 年

アジアの人が 92% をしめています。
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徳島県に住んでいる外国人のうち、技能実習生の占める割合は？

4

1.およそ10％

2.およそ30％

3.およそ50％

※ 徳島県及び全国の在留資格別外国人数：法務省在留外国人統計（2019年12月）より阿部作成

徳島県に住んでいる外国人のうち、技能実習生の占める割合は？

4

1.およそ10％

2.およそ30％

3.およそ50％

※ 徳島県及び全国の在留資格別外国人数：法務省在留外国人統計（2019年12月）より阿部作成

徳島県に住んでいる外国人のうち、技能実習生の占める割合は？

4

1.およそ10％

2.およそ30％

3.およそ50％

※ 徳島県及び全国の在留資格別外国人数：法務省在留外国人統計（2019年12月）より阿部作成

※ 徳島県の国籍別外国人数の推移 : 法務省在留外国人統計及び登録外国人統計（2006 年 12 月〜 2019 年 12 月）より阿部作成

※徳島県及び全国の在留資格別外国人数 : 法務省在留外国人統計（2019 年 12 月）より阿部作成

3 県内在留外国人の国別構成推移

4 県内在留外国人の技能実習生について

最近は中国人が減って、ベトナム人が大きく増えています。

技能実習生は相対的に都市部以外でたくさん暮らしています。

7

1.00%以上

0.75〜1.00%

0.50〜0.75%

0.25〜0.50%

0.10〜0.25%

0.10%以下

技能実習生が市町村人口に
占める割合

※ 法務省在留外国人統計（2019年12月）
より阿部作成

600

215

166

162

245

377

250

120
27

175

43

37

138

11349145

147
88

37

数字は技能実習生数
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徳島県の実習生は農業や食品製造、繊維工業で多く働いています。

8
※ 徳島県及び全国の職種別技能実習計画認定件数：外国人技能実習機構資料（2019年度）より阿部作成

徳島に住む外国人は若者と女性に偏り、国籍によって年齢層が違います。

10※ 徳島県の年齢別国籍別外国人数：法務省在留外国人統計（2019年12月）より阿部作成

男性2,447人 女性4,145人

5 県内在留外国人の年代別構成

徳島県の実習生は農業や食品製造、繊維工業で多く働いています。

人
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在留資格によって働く場所が大きく異なっています。

9
※ 徳島県の在留資格別産業分類別外国人労働者数：外国人雇用状況の届出状況（徳島労働局2019年10月）より阿部作成／その他には、農業・公務を含む。

6 外国人が日本で暮らすための在留資格について

在留資格によって働く場所が大きく異なっています。

外国人が日本で暮らすためには「27 の在留資格」のどれかが必要です。
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阿南市国際交流協会創立 30周年記念

日本語スピーチコンテスト
　阿南市国際交流協会創立30周年記念AIA日本語ス
ピーチコンテストが、公益財団法人徳島県国際交流
協会、阿南市よりご来賓をお迎えして、12月6日(日)
に新野公民館で開催されました。
　AIA日本語スピーチコンテストには、フィリピン、
中国、ベトナム、スリランカ、イギリスから来た8名
の出場者が日本語での意見発表を行い、AIA会員、市
民の方、発表者の同僚、友人、家族など51名が参観
しました。
　審査の結果、フィリピン出身のスダリオ・ジャペッ
ト・エドワードさんが優勝し、賞状と賞金が授与さ
れました。2位にはベトナム出身のグエン・ティ・ガ
ンさん、3位には中国出身の張桂艶さんが選ばれまし
た。2位、3位のほか出場者全員に賞状と賞金が手渡
されました。
　優勝したジャペットさんは、「日本で見つけた私の
生きがい」という題で、5年前に来日して、特別養護
老人ホームで介護福祉士として働きながら、少しず
つ日本での生活に溶け込み、利用者の方や職員の方
と触れ合いながら、自分の生きがいを見つけていっ
たという経験を話されました。
　他の出場者の方も、「私の心の中の日本」「日本人
のお辞儀について」「何事も無駄にはならない」「私
の歩んだ道」「私の夢」「日本での学校生活」「知って
ほしい私のこと」という題で、日本で経験したこと
や日本の生活で感じたこと、考えたこと、将来への
夢などを素直に話してくれました。それぞれの思い
が伝わるスピーチでした。
　今後も AIA 日本語スピーチコンテストは、外国人
にとっては日本語や日本の生活、日本への理解を深
める場となり、日本人にとっては日本語で発表され
た外国人の声を聞くことで理解を深め、「私たちがめ
ざす共生社会」とはどんなものかを考える場となっ
ていくでしょう。
　このコンテスト開催にあたり、日亜化学工業株式
会社様から出場者と参観者への記念品としてLEDラ
イトを寄贈していただきました。ありがとうござい
ました。
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日本で見つけた私のやりがい
　　　　　　　　　　　　　　　　　スダリオ・ジャペット・エドワード
　皆さん、こんにちは。私の名前はスダリオ・ジャペット・エドワードと言います。
皆には「ジャジャ」って呼ばれています。
　私は今から5年前にフィリピンのダガミという所から日本に来ました。日本に
は EPA( 経済連携協定 ) のプログラムにより来ました。私は現在、阿南市福井町
にある特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンスで介護の仕事を頑張っておりま
す。介護の仕事はとっても大変で、私が一番困ったことはコミュニケーション
です。働く前に6ヶ月研修を受けましたが、習った日本語と施設での日本語はま
るで違う言葉で「いにたい」「遠方から来たの?」ってどういう意味?日本語って
難しいーと思いました。でも今では私も「いけるけー?」「ほなけん」を使いこ
なし、「ヤットサー」と阿波踊りも踊れる立派な阿波っ子です。
　職場では、私の名前を覚えてくれている利用者さんもおり、人とつながって
いくことは言葉や国とは関係ないということを実感しています。仕事の仲間は
とても優しく接してくれます。車もなく遊びに行くのも不便で、フィリピンの
家族に会いたくって寂しくなることもあります。でも仕事に行くと、私のこと
を待ってくれている利用者さんや仲間達がおり、「日本に来てよかった」「介護っ
て楽しい」って自然に笑顔になります。
　日本の言葉に「初志貫徹」という言葉がありますが、私が日本に来た一番の
目標である介護福祉士国家試験には仕事をしながら勉強を頑張り、合格するこ
とができました。
　今、日本では介護の仕事を選ぶ人が少ないということを聞いております。介
護の仕事は本当に大変です。お風呂、お食事、おトイレなどのお手伝いだけで
なく、毎日しなければならないことがたくさんあります。明日も会えると思っ
ていた方と会えなくなるという寂しい、悲しい経験をすることもあります。だから、
一日一日を一生懸命働いて少しでも利用者さんに笑って楽しく生活してもらお
うと思っています。
　介護の仕事をして思うのが、こんなにいろんな人に「ありがとう」って言っ
てもらえる仕事は他にないということです。「ありがとう」の言葉が、私の「活力」

「やりがい」になります。
　私の夢は、自分が経験している「介護の魅力」
を伝えていくことです。「やさしさ」「笑顔」が
あふれるようにこれからも頑張っていきます。
　ありがとうございました。
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AIA の取り組んでいる主な事業
（2021 年現在）

■日本語教室　
　日本語教室では、阿南市や近辺に在住する外国人
に、無料で日本語学習支援を行っています。
　毎週日曜日にボランティア講師が、教科書として

『みんなの日本語初級Ⅰ』『みんなの日本語初級Ⅱ』
を使って受講者の学習状況に合わせて日本語学習の
支援を行っています。
　富岡教室は毎週日曜日の午前 10 時から富岡公民館
で、新野教室は毎週日曜日の午後 1 時 30 分から新
野公民館で実施しています。

■中国語教室
　中国語教室は NHK テキスト『おもてなしの中国語』
を使って日常会話を学習しています。初対面の挨拶
から日本での生活で必要な会話まで学習します。富
岡公民館で、毎週木曜日の午後 7 時 30 分から実施
しています。

■英語教室
　英語教室は富岡公民館で、毎月第 2 月曜日と第 4
月曜日の午後 7 時 30 分から実施しています。日常
会話や英語の基礎知識を学習します。

■国際料理教室　
　在留外国人が講師になり、料理教室を開催。お国
自慢に花が咲く人気の高い行事です。　

■バス遠足
　日帰りのバス旅行。県内の名所から阪神方面まで、
日本の伝統文化や最先端技術の体験など、楽しい思
い出となっています。

■新年会
　日本のお正月体験。在留外国人と会員の交流の場
です。ゲストアーティストの演奏やお年玉など、楽
しい交流の事業です。　

■地元イベントに参加
　阿南の夏祭りや人権フェスティバルなど、イベン
トに参加して、国際交流の理解者を広める活動を行っ
ています。　
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■いつから阿南高専に来ましたか？
日本国費留学生です。東京で6カ月間、日本語の勉強
をして、今年の3月に阿南高専情報工学3年生へ入学
し、阿南に来てまだ２カ月です。
■出身地のこと
インドネシアは素敵な国です。私の出身地は西ジャ
ワ島で海に近く、阿南より大きな町です。海の風景
は、阿南の北ノ脇海水浴場とちょっと似ています。
■何故日本へ？
インドネシアでも日本食が好きでした。高校の先輩
が、私と違う奨学金ですが留学経験があり、日本は
勉強するには良い国と聞いたのがきっかけです。

阿南市で暮らす外国人を通して、
これからの阿南市国際交流協会の事業に活かそうと
企画取材を行いました。
ご理解ご協力ありがとうございました。

Alcander Imawan
アルカンデル　イマワン
インドネシア　2000年4月20日生

■日本での印象は
日本語の勉強をするため、東京の新宿区で6カ月暮ら
しましたが、その間、毎朝３時にサイレンが鳴りビッ
クリしました。そのうち慣れてきました。それに比
べて阿南市は静かです。今は寮生活ですが、自転車
に乗っている時に阿南は風が強いところだと感じま
す。阿南高専は勉強するにはとても良い環境だと思
います。インドネシアからもう一人ジェンさんとい
う女性の留学生がいます。
■阿南でどんなことをしたいですか
趣味の硬式テニスと阿南市国際交流協会の日本語ス
ピーチコンテストに出たいです。（インタビュー前に
AIA のことを調べてくれていたのでしょうか？驚き
ました。）　　　
■将来の夢は
阿南高専を卒業して、日本の大学に進学したいです。
医療関係のプログラムに興味があるので専門知識を
学び、インドネシアで仕事に活かしたいです。

【取材を終えて】今回は、阿南工業高等専門学校小
林美緒先生のご紹介で取材をさせていただきました。
阿南高専には、現在６名（インドネシア２名　モン
ゴル２名　マレーシア２名）の留学生が在籍してい
ます。コロナの影響でマレーシアからの入国ができ
ていない状況でした。アルカンデル君は、高専は４
年生から私服になるので、今年は制服でなく、イン
ドネシアの伝統柄バティックのポロシャツで通学し
ています。おしゃれで明るい笑顔が印象的でした。　　
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　スリランカから来た、ギハーンさんとビシュワさ
んは、桑野町にある創業62年の有限会社新栄自動車
整備工場の正社員です。
　新栄自動車では、外国人が日本で働くために必要
な「在留資格」（就労ビザ）を取得し、2級ガソリン
自動車整備士の資格を持った5名のスリランカ人が、
日本人スタッフと共に働いています。その中で取材
当日勤務のお２人に取材させて頂きました。

■出身地のこと
スリランカはインドの南の島国。昔はセイロンと呼
ばれていました。首都は「スリ・ジャヤワルダナプラ・
コッテ」世界一長い首都名です。（現在の都市名は遷
都を決めたスリランカの第2代大統領ジュニウス・リ
チャード・ジャヤワルダナに由来しており、「スリ（聖
なる）・ジャヤワルダナ（勝利をもたらす）・プラ（都
市）・コッテ（元々の街の名前）」の意味）
ビシュワの出身地キャンディは、街全体が世界遺産
に登録された歴史ある建物が建ち並び、ブッダの犬
歯を祀る仏歯寺（ダラダー・マーリガーワ寺院）が
あります。
ギハーンの出身地はコロンボ近郊です。

■お二人が阿南へ来るまで
スリランカで学校を卒業し、準備をして日本に来ま
した。東京で日本語の勉強をしてから、新潟県にあ
る専門学校 新潟国際自動車大学校で車の整備を学
び、２級ガソリン自動車整備士の資格を取って、今
の会社に就職しました。

■ビシュワさん
私は独身で、見能林のマンションで自炊をしていま
す。同じマンションには、ターラカ、シェハーン、
チンタカの３人が暮らしています。好きな食べ物は
ラーメンです。

Gihan Lahiru 　
ギハーン　ラヒル

スリランカ　1990年12月11日生

Vishwa Perera 　
ビシュワ　ベレラ

スリランカ　1991年2月10日生

スリランカ民主社会主義共和国、通称スリランカ
は、南アジアのインド亜大陸の南東にポーク海峡
を隔てて位置する共和制国家。首都はスリ・ジャ
ヤワルダナプラ・コッテ。
1948年2月4日、イギリスから自治領（英連邦王国）
のセイロンとして独立。1972年にはスリランカ共
和国に改称し、英連邦内の共和国となり、1978
年から現在の国名となった。人口は約2,167万人
（2018年）である。島国で、現在もこの国が占める
主たる島をセイロン島と呼ぶ。国名をスリランカ
に改称したシリマヴォ・バンダラナイケは世界初
の女性首相である。また、国民の7割が仏教徒（上
座部仏教）である。
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■ギハーンさん
昨年 AIA の日本語スピーチコンテストに出場し「将
来の夢」を話しました。令和元年にスリランカで結
婚式を挙げ、保母さんをしている奥さんニシャーさ
んと那賀川町で暮らしています。好きな食べ物は牛
丼です。

■スリランカの自動車状況は？
スリランカの車は左側通行で日本と同じです。半数
以上が日本の車です。日本の新車もだんだん増えて
きましたが、まだ中古車が多いです。中古車は日本
語で社名がそのまま書いてある車も多いです。

■阿南での国際交流イベント
休日に皆んなで楽しめるバーベキューがあれば楽し
いと思います｡ 食べ物は何でも大丈夫です。いろん
な行事があれば参加したいので連絡してください。

■私たちの夢
今考えているのは、ここで後何年か仕事をして、チャ
ンスがあれば、スリランカで自動車整備工場ができ
ればいいなと考えています。（新栄自動車スリランカ
支店が開店すればいいですね。）

【取材を終えて】阿南市に登録しているスリランカ
人は、皆がここの会社のスタッフであることが解か
りました。スリランカは仏教徒が多く、親日の国で
す。技能実習生としてでなく、阿南でともに暮らす
若者たちです。彼らへの市民の理解が益々必要と感
じました。
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■日本に来て驚いたこと
まず、日本の銀行にびっくりしました。テキサスで
は朝６時からオープンし、仕事前に利用することも
可能でしたが、日本では、遅く開いて早く閉店。開
いてる時間が短いですね。また、ATMも24時間では
なく、自分の口座でも利用するのに手数料がかかる。
その上に自分の口座にいつでもアクセスできないし、
デビッドカードも無い。アメリカとは大きく違うこ
とに、カルチャーショックでした。

■阿南に来て一番思うこと
「阿南には何もない」と言ってほしくないです。こ
んなに素敵な自然に恵まれ、肉や椿の魚や美味しい
食べ物が沢山あり、歴史や文化も魅力的なのに何も
ないと言うんですか？　こんな思いが今の仕事をす
るきっかけになりました。阿南市は自己PRが弱いと
感じます。自信をもって発信してほしいです

【取材を終えて】サラさんは新潟の親会社のナノブ
ランドに転勤することになり、5月で阿南の地から離
れます。阿南で事業活動が始まったばかりで残念で
すが、今後も大好きな阿南との交流は続けていきた
いし、新潟でも徳島阿南のPRを発信していきたい！
と語ってくれました。
QRコードはサラさんが立ち上げた
ショップ、AZ'MALLです。

　阿南に来て6年。ALTで阿南の中学校で教えた生徒
たちがもう大学生になっています。現在富岡町にあ
る株式会社ぞめきのマネージャーとして、商品開発
やECサイト運営やコンサルタントを行っています。
　昨年の10月に㈱ぞめきは、阿南信用金庫と阿南市
とで「阿南市における持続可能なまちづくりに関す
る包括連携協定」を締結しています。

■出身地のこと
テキサスはアメリカの真ん中にあり、広さは日本の
２倍。海、山、砂漠がいっぱいあります。日本の友
人を食事に招待した時、ステーキを注文するのにハー
フを勧めたけどフルを注文し、そのビッグサイズに
仰天。大きすぎて食べきれませんでした。

■阿南にくるきっかけ
中学校の頃から、日本の漫画を見て日本に興味を持っ
ていました。両親は私の日本への興味から、通って
いる高校に留学してきた日本人をホストファミリー
として2年間受け入れてくれました。留学生は2人と
も同世代で、日本の文化や言葉を学び大変楽しかっ
たです。大学の専攻はスペイン語でしたが、言語が
大好きだったので日本語も勉強しました。大学で日
本語の先生に ALT になる JET プログラムを紹介され
て応募し、採用され日本に来て徳島県に配属されま
した。その時は徳島県のことはまったく知りません
でした。徳島市で1年間過ごし、その後、阿南へ来ま
した。

Cates Sarah
ケイツ　サラ

USA テキサス
1992年6月19日生
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　ギャリーさんは、ALT の先生です。阿南市教育委
員会の紹介で、桑野小学校3年生の「外国語」の授業
風景を取材後、お話を伺いました。
　ALT（外国語指導助手）とは、Assistant Language 
Teacher の略で、外国語を母国語とする外国語指導
助手をいいます。 教育委員会から配置され、授業を
補助しています。

■出身地のこと
何回も引越しをしましたが、子どもの頃はイギリス
の首都ロンドンで暮らしました。
イギリスは日本と同じ島国なのか、日本人とちょっ
と似ていると思います。アメリカ人だと自分のこと
を一番に言いますが、イギリス人は、控えめで「は
ずかしい」という感覚を持っています。

■日本の印象は
日本に来て23年も経ち、最初の印象はほとんど忘れ
てしまいました。初めて阿南に来たときは、都会に
比べて田んぼがイッパイあるし、夜が来るとネオン
も無く暗くて静かなのでびっくりしました。でも今
はすっかり慣れています。日本にきて英会話の仕事
で、２年間働きました。その後、ALT の仕事を紹介
していただき、現在に至っています。

■家族のこと
妻は鴨島の人です。現在は娘２人が阿南中学校と富
岡小学校に通学しています。今後も外国に住みたく

Garry Owen
ギャリー　オーウェン

UK イングランド
1971年5月21日生

なく、阿南で暮らそうと話しています。趣味は、ロー
ラースケートと「けん玉」、クリスマスには、自転車
にツリーのイルミネーションをしたり、ハロウィン
にはオレンジの衣装で走ることもありました。

■阿南の好きなところ
場所でなくて「人」が好きです。最初に来たときは、
町に外国人も少なく田舎なのでいやでした。でも子
どもが生まれてからは、都会で子育てするより、自
然環境がよく安全な阿南の方が良いと強く思うよう
になりました。

■これからは
イギリスには、もう20年帰っていません。母とはイ
ンターネットで連絡をとっています。日本人の悪い
癖なのか「あの人は外国人」とか、特別の目で見る
ところがあるように思います。外国人・日本人と区
別しないで、同じ人間として一緒に何でもできたら
いいと思います。昔に比べて今は阿南市にも外国人
が増えているし、子どもたちも小学校から外国人の
授業もあるので、これからは変わってくると思います。
今一番思う事は、「マスクをはずして授業をしたい！」
です。

【取材を終えて】しっかりした阿波弁での会話。阿
南市に根付いた暮らしぶりが垣間見えました。
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　「西野君、阿南市国際交流協会（以下AIA）をつく
るので君も手伝わないかい」AIA初代会長であり、阿
南商工会議所会頭を務められた田村藤太郎氏のこん
な呼びかけで私の国際交流協会活動はスタートしま
した。当時42歳阿南商工会議所青年部会長として活
動を始めたころのことでした。以下は、AIA30周年
を振り返り少し、薄れかけている記憶を辿りながら
AIA創設期の想いでを綴ってみたいと思います。
　AIA創立についての議論のきっかけは、1990年当
時、野村阿南市長と阿南商工会議所田村会頭が相談
され、橘湾に建設計画構想が始まった石炭火力発電
所建設に伴って、年間620万トンの発電用石炭がオー
ストラリアエンシャム炭を中心にカナダ炭など世界
中から阿南市に運ばれてくることが予想され、阿南
市内でも石炭火力発電所建設関係者や火力発電所創
業後は、石炭運搬船関係者など多くの外国人が阿南
市に来訪される時代に入ることが予想されていまし
た。又、日本経済はバブル経済終盤の時期にでした
が、その後に訪れる「失われた20年」に象徴される
経済停滞期の予兆すら感じなかったなかったころで
した。経済や産業、文化など地方都市においても国
際交流時代の黎明期となることが底辺にありました。
一方で、国際的にはイラクによるクエート侵攻によ
り国際連合による多国籍軍がイラクを空爆したこと
による「湾岸戦争」が開戦し、日本は戦費130億ド
ルを負担したが「ブーツオンザグラウンド」と要求

され、国際的評価されずその後日本の「国際貢献」
のあり方が議論されることにつながったと言われて
います。又、その数年前、1989年11月には東西ドイ
ツを隔てていたベルリンの壁が崩壊し、翌1990年10
月には東西ドイツが統一されました。さらに、1991
年12月にはソビエト連邦が崩壊し、世界は事実上、
東西冷戦終結後の新たな世界秩序の構築に向けて動
き始めた時期でもありました。
　文字通り、激動する世界の動きを市民が肌で感じ
た時代であり、AIA創設は、来るべき国際化の時代に
向けて、阿南市の次代を担う人材育成や国際化への
対応について、学び研修する組織として AIA 創立に
向けて動き始めたものでした。そうした時代背景も
あり、AIA創立時には、会員数は200名を超す大組織
としてスタートしています。そこには創立にご尽力
された田村会長ご自身の世界観や当時、徳島経営者
協会会長、阿南商工会議所会頭など徳島県を代表す
る経済人としてのリーダーシップや見識があったこ
とは言うまでもありません。
　多くの会員や市民の期待を受けてスタートしたAIA
活動の目的の一つは、早期に国際交流都市を調査し、
阿南市との国際友好都市締結を結ぶことでした。そ
の方針は二代目見喜会長、三代目会長を務めた私も
継承し、地域の国際化の推進を所管する総務省への
ヒアリングや橘湾火力発電所建設に取り組まれてい
た電源開発株式会社にもご協力頂き、火力発電所の

阿南市国際交流協会30周年に寄せて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿南市国際交流協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第3代会長　西野賢太郎
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燃料である石炭採掘都市やその積み出し港などの情
報提供を依頼し、阿南市との国際交流に関心を持つ
都市の紹介にご協力頂きました。その結果、会議所
青年部によるオーストラリアニューサウス・ウェー
ルズ州ハンターバレー炭鉱視察や石炭積み出し港、
シティオブニューカッスルを訪問し、国際交流につ
いて現地行政との意見交換に取り組みました。
　さらに、AIA 活動としての国際交流都市調査事業
として、世界的ネットワークを有する YMCA 阿南海
洋センターのご紹介により、オーストラリアブリス
ベン市やクィーンズランドレッドランド市を訪問し、
国際友好都市について具体的協議を実施しています。
両市訪問時には、AIA女性会員が多数参加され、和服
での抹茶サービスや日本食提供など大いに盛り上が
り、風光明媚なホートン湾をカタマランヨットで帆
走しながらサービスされた現地シーフードの数々は
今でも鮮明に記憶しています。特に、レッドランド
市は AIA のアピールに強い関心をお持ち頂き、その
後のレッドランド市副市長ハイデンライト氏の阿南
市訪問が実現するに至りました。YMCA の支援によ
るブリスベン市との交流はその後も拡大し、少年サッ
カーチームによる交流大会開催や高校生のホームス
テイ事業として古川会長にバトンを引き継いで行き
ました。
　阿南商工会議所青年部創設と AIA 創設時、田村会
長からは機知に富んだご指導の数々を頂き、その後

の私の地域活動の源泉となっています。AIA創設者田
村会長薫陶への謝意とさせて頂きます。「異文化との
交流はね、楽しいものばかりではないよ!そもそも自
分と違うものを受け入れることになるのだから、ま
ずは利他の心構えが必要になる」なるほど!

「国際交流活動や会議所活動などの地域活動に参加
するときの自己チュックは常にわすれないように。　
地域のために本気でやる気があるのか、地域のため
に活動できる時間があるのか、本気と時間が大切だ
よ。地域全体が良くなってこそ自分もよくなれる。」
　田村藤太郎氏が阿南市発展のために取り組まれた
事業や活動については、語りつくせないほど多くの
ものがありました。今、振り返ると我が人生の師匠
ともいえるご縁でした。AIA創設者田村藤太郎氏の想
いに少しでも近づける活動を目ざしてさらなる活動
を目指したいと思います。
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AIA History
阿南市国際交流協会のあゆみ
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（10 周年記念誌より）

AIA HistoryAIA History
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1999（平成11年）
1.22	 阿南高専留学生ホームステイ（11名/5宅）
1.23	 新年互礼会（104名）
1.24	 留学生研修旅行
5.10	 通常総会
10.15	 留学生との懇談会
10.22	 外国人留学生交流会（ボウリング他）
10.24	 研修旅行（しまなみ海道）

2000（平成12年）
1.22	 新年互礼会
3.12	 国際理解研修講座
5.13	 通常総会
9.24	 10周年記念事業　全国ボランティアフェスティバル
10.1	 ユースフォーラム面接（応募10名）
10.22	 10周年記念式典　阿南市民会館
10.29	 10周年記念事業　国際家庭料理教室
12.14〜19　ユースフォーラム派遣

2001（平成13年）
1.21	 新年互礼会　津乃峰レストハウス
1.26〜28				留学生ホームステイ
3.9〜11	留学生ホームステイ
5.12	 通常総会　記念講演会	四宮アントニー氏
5.26〜28　雲仙島原親善旅行
9.28〜30　高専留学生ホームステイ
9.30	 ユースフォーラム面接（応募14名）
11.17	 徳島文化体験交流会

2002（平成14年）
1.19	 新年互礼会　ロイヤルガーデンホテル
3.25〜4.2				ユースフォーラム
5.18	 通常総会
	 記念講演会　ノーラン・ホワイト氏
7.7	 アドプト活動
9.29	 ユースフォーラム面接

2003（平成15年）
1.19	 新年互礼会
3.16	 ボーリング大会
5.11	 通常総会
	 記念講演会　高専留学生　サリ君　ズル君
5.25	 「折り梅」上映会
5.30	 アドプト活動
9.28	 アドプト活動
10.3〜5	留学生ホームステイ受入
12.22	 ユースフォーラム面接

2004（平成16年）
1.18	 新年互礼会
2.1	 阿南市人権フェスティバル
4.27〜29　韓国研修旅行
5.29	 通常総会
5.30	 アドプト活動
10.8〜10　高専留学生ホームステイ受入
12.12	 アドプト活動

2005（平成17年）
1.16	 新年互礼会
5.28	 通常総会　記念講演　森まどか氏
5.30	 アドプト活動
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6.25	 カンボジア料理教室
8.11〜13　阿波踊りホームステイ
10.8〜10　高専留学生ホームステイ受入
11.7	 那賀川町・羽ノ浦町国際交流協会との交流会
11.23	 アドプト活動
11.29	 映画「火火」試写会
12.18	 地域における国際交流について意見交換会
12.23	 ユースフォーラム面接

2006（平成18年）
1.15	 新年互礼会
2.11〜20　ユースフォーラム実施
4.23	 映画「火火」上映会
5.27	 通常総会　記念講演　山本眞理子氏
6.25	 バングラデシュ料理教室（NPO	P21共催）
9.30	 ユースフォーラム面接
11.23	 アドプト活動　フリーマーケット
11.3〜5	高専留学生ホームステイ受入

2007（平成19年）
1.26	 映画「ヘレンケラーを知っていますか」試写会
2.4	 新年互礼会
2.10〜21　ユースフォーラム
5.19	 通常総会　ユースフォーラム報告
6.30	 ベトナム料理教室
9.24	 アドプト活動
9.29	 ユースフォーラム面接
9.30	 淡路島研修バス旅行
11.2〜3	高専留学生ホームステイ受入
11.25	 ミカン狩り（大西副会長宅）
12.2	 チャリティーバザー　那賀川道の駅
12.9	 外国料理教室

2008（平成20年）
1.20	 新年会
2.8〜18	ユースフォーラム派遣
3.9	 日本語教室ポトラックパーティー
3.18	 阿南高専卒業式（留学生表彰）
5.17	 通常総会　フォーラム報告・講演アンドリュー・ダームス氏
6.3	 アドプロ活動
6.28	 マレーシア料理教室
7.24	 市町村国際交流協会ネットワーク
9.20	 アドプト河川清掃
9.24	 歓迎会（王子製紙従業員クラブ）
	 マリストカレッジアッシュグローブ校生
9.27	 ユースフォーラム面接
11.23	 チャリティーフリーマーケットin富士医院
11.22〜23　高専留学生ホームステイ受入
11.30	 みかん狩（加茂谷）
12.7	 外国料理教室
12.14	 駅の道バザー

2009（平成21年）
1.18	 新年会
2.6 〜 17　ユースフォーラム派遣
4.7	 外国人児童対応　日本語指導と教科支援
4.29	 チャリティーフリーマーケット in 富士医院
5.23	 通常総会　フォーラム報告・講演　常見裕之氏
6.27	 外国料理教室（モンゴル）
7.21	 国際交流陶芸教室
	 20 周年記念事業検討実行委員会
8.4	 阿南科学センター見学
9.26	 ユースフォーラム面接
9.27	 高知城と牧野植物園、日曜市バス旅行

AIA HistoryAIA History
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2010（平成22年）
1.24	 新年会
2.6 〜 14　ユースフォーラム派遣
3.14	 日本語おしゃべりサロン
4.1	 外国人児童対応　日本語指導と教科支援
4.3	 お花見
4.29	 チャリティーフリーマーケット in 富士医院
5.22	 通常総会　記念講演　臣永正廣氏
6.26	 外国料理教室
9.23	 ウエルカムパーティー（ステイファミリー 18 家族）	
	 マリストカレッジアッシュグローブ校生
	 19 名、付き沿い 3名
9.30	 創立 20周年記念パーティー（ホテル石松）
10.3	 マリストカレッジ校生　県内見学
11.28	 みかん狩り
12.12	 語学教室合同クリスマス会　43 名参加
	 日本語・英語・中国語・スペイン語教室受講生、講師

2011（平成23年）
1.22	 新年会（日本人 31 名　外国人 24 名　他合計 62 名）
4.1	 外国人児童対応　日本語指導と教科支援
4.9	 チャリティ中国語おしゃべりサロン
	 （東日本大震災被災地への支援募金）
4.29	 チャリティーフリーマーケット in 富士医院 ( 協賛）
5.21	 通常総会　記念講演　飯原正敏氏
6.25	 外国料理教室（インドネシア　37 名参加）
7.9	 バーベキューパーティー（北ノ脇海の家）
9.24	 ユースフォーラム面接
10.2	 バス旅行（海遊館・大阪城　8カ国 31 名参加）
10.7	 教育長との懇談
12.4	 みかん狩り
12.18	 語学教室合同クリスマス会　24 名参加

2012（平成24年）
1.21	 中国語教室の料理教室
1.22	 新年会
2.5 〜 18　ユースフォーラム
3.16	 阿南高専卒業式（国際親善功労賞授与）
5.19	 通常総会　記念講演　Nur	Askin 氏
6.30	 モロッコ料理教室
7.21	 講演会　阪井旭氏　アイリーン氏
10.3	 歓迎会
10.20	 バス旅行（しまなみ海道・タオル美術館）
11.25	 ミカン狩り・芋煮会

2013（平成25年）
1.20	 新年会
5.18 〜 29　ユースフォーラム実施
6.2	 通常総会　記念講演　大西茂樹氏	エマ・ボードマン氏
7.26	 阿南夏祭り　阿波踊り参加
10.6	 バス旅行（讃岐ぶらり）
10.20	 観月会
10.26	 ベトナム料理教室
12.21	 お餅つき（たちばな学園）

2014（平成26年）
1.26	 新年会
3.14	 阿南高専留学生表彰（夢ホール）
5.25	 通常総会　記念講演	河内順子氏
6.29	 おにぎり料理教室
9.28 〜 10.3　ホームステイ受入
	 マリスト・カレッジ・アシュグローブ　11 名先生 2名
10.5	 バス研修（台風接近で中止）
10.26	 親睦会
11.1	 モンゴル料理教室
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2015（平成27年）
1.25	 新年会
3.13	 阿南高専留学生表彰
4.13・14　マリスト・カレッジ・アシュグローブ校先生視察　
　　　　　19 名・子ども 1名
5.20	 通常総会　記念講演　中川公輝氏
7.10	 アドプト活動
8.23	 張さんのお饅頭作り教室
10.4	 バス研修（藍染め体験他）

2016（平成28年）
1.31	 新年会
2.28	 カンボジア料理教室
3.15	 高専留学生表彰
5.21	 通常総会　記念講演　児玉文暁氏
7.3	 アドプト清掃活動
7.22	 阿南夏祭り阿波踊り参加
9.25　　マリスト・カレッジ・アシュグローブ短期留学受入
	 生徒 12 名　先生 2名
10.2	 バス研修（大阪エキスポ他）33 名参加
10.15 〜	日本語ボランティア養成講座（前期）7名参加

2017（平成29年）
1.14 〜	 日本語ボランティア養成講座（後期）
1.29	 新年会
2.19	 高専留学生と料理教室
3.14	 高専留学生表彰
5.27	 通常総会　記念講演　野水祥子氏
7.2	 アドプト清掃活動
7.23	 阿南夏祭り阿波踊り参加
12.3	 バス研修（海部周辺　18 名参加）

2018（平成30年）
1.28	 新年会
3.3	 高専留学生との料理教室
3.16	 高専留学生表彰
5.26	 通常総会　記念講演　久保有希氏
7.1	 アドプト活動
7.23	 阿南夏祭り阿波踊り参加
8.29	 JITCO 研修会
9.9	 第１回　日本語スピーチコンテスト
12.9	 バス研修（防災センター他）

2019（令和元年）
1.27	 新年会
3.9	 料理教室
3.31	 花見（楠根桜堤公園）
5.7 〜 10　ベトナム研修旅行
5.25	 通常総会　記念講演　チャン・フィ・ザン氏
7.6	 30 周年実行委員会
7.7	 アドプト活動
9.8	 第２回日本語スピーチコンテスト
12.8	 阿南市人権フェスティバル参加

2020（令和2年）
1.25	 新年会
2.11	 料理教室（富岡公民館 30 人参加）

2020（令和2年）通常総会（2020年5月30日開催予定）は
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、総会議案書を
各会員に送付し書面決議となった。

AIA HistoryAIA History
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　AIA3代目西野会長の副会長を務めたのち後任会長
として、3期6年間会長職を務めさせていただきまし
た。初代田村会長からご指導頂きました国際交流活
動の理念として「異文化への寛容性の醸成」を具現
化する事業として、西野会長時代に事業化されまし
た、オーストラリアブリスベン市やレッドランド市
との交流を軸に AIA 会員ネットワークによるブリス
ベン市マリストカレッジ校交流事業に取り組み、阿
南市内高校生の海外派遣事業など主として AIA 活動
の次代を担う若者の交流事業に取り組んで参りまし
た。これは、AIA創立当初の理念でありました国際化
時代における「異文化への寛容性醸成」と「国際化
時代の市民啓蒙活動」を実現するための市民参加を
テーマでしたものでしたが、急速に進む今日の産業、
経済、文化などのグローバル化は AIA 創立時の想像

「夫を偲んで」　　　　　　　　　　　　　　大西節子
　長年のサラリーマン生活を終えた夫は本格的に英語の勉強を始めました。次いでスペイン語も。その後
10年間、驚くほど首尾一貫し、JICAの海外シニアボランティア制度に応募し続ける一方、オーストラリ
アの通信制日本語教師育成プログラムで勉強し、資格を取りました。阿南工業高等専門学校で日本語を教
える機会を得た際には、良き相談相手として留学生のお世話をするようになり、国際交流協会の会長を拝
命した後も外国人との交流はさらに深まりました。
　夫の行動の根底にあったのは、『草の根の国際交流』、すなわち「外交官でなくとも、国際機関の職員で
なくとも、民間レベルの国際交流は実現できる。地方からの国際交流は『草の根』レベルでなければ機能
しない」です。
　夫が亡くなって、ちょうど4年、地方発の国際交流の貴重な担い手として、阿南市国際交流協会の益々
のご発展を願って止みません。夫の思いは常に皆さんと共にあります。

2018 年 AIA ニュース投稿より

「異文化への寛容性」の醸成を目指して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿南市国際交流協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第4代会長　古川　博

を越えていたものと実感していました。
　特にAIA事業では、AIA会員の海外交流事業を実施
し、会員による国際交流研修の体験的研修や阿南市
の次世代を支える若者たちの海外研修支援のための
高校生交流事業を中心に事業に取り組み、市内高校
生や高専生のオーストラリアブリスベンでのホーム
ステイ事業を実現してきました。さらには、ブリス
ベンマリストカレッジ校から本市への交換ホームス
テイ事業により、多くの高校生受け入れ事業を実施
させていただくことができました。
　この間、ホームステイ参加高校生募集から派遣高
校生選考、さらにはブリスベンマリスト校との綿密
なスケジュール調整やホストファミリー手配などAIA
会員はじめ阿南市役所やマリスト校との連絡調整な
ど多くの関係者に熱烈なご支援があったことは言う

阿南市国際交流協会
第 5 代会長
大西　茂樹

高専留学生と
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までもありません。
　又、会長として強く印象に残っている事業として、
阿南高専留学生のホームステイ事業を紹介しておき
たいと思います。阿南高専の依頼により、主として
アジア諸国からの阿南高専に留学している学生のホー
ムステイ事業に取り組みました。毎年、高専の前期
日程が終了した秋ごろに10名前後の留学生をAIA会
員家庭にお願いし、1泊2日又は2泊3日程度のホス
トをする事業です。母国を遠く離れて勉学研究に勤
しむ高専生のホームステイ事業は留学生にとって日
本人家庭を体験的に学ぶとても良い機会となり、彼
らの母国の生活文化と日本家庭の生活文化の相互理

解だけでなく、ホス
トを務める私たちに
とっても留学生の母
国の実情を理解する
機会となりました。
片言の英語と身振り
手振りによるハート
フルな国際交流体験
として今でもとても

印象深く残っており、今でも時折、手紙を頂く卒業
生もあります。5代目大西会長に引き継ぎ、さらに高
校生交流事業を拡大頂き、次代を支える国際交流活
動に取り組まれました。
　今日の国際情勢のおいては、経済や環境など多面
に亘る相互理解が不可欠な時代になりつつあると理
解しており、政治や防衛など厳しさを増している側
面も感じられますが、そうした時代だからこそ重要
なのは、私たち市民による「草の芽国際交流活動」
ですよ、と提唱された初代田村会長のことばを想い
興しています。人口減少が避けられない時代に入っ
ています。外国人との接点は今後ますます増える可
能性があり、日常的に外国人と共に暮らす街へと変
貌することになるでしょう。AIA は創立30周年を迎
えることになりますが、グローバル化のスピードが
加速される今日、地域社会において AIA が果たすべ
き役割はますます高くなっていくものと思います。
組織強化を図り、市民参加をさらに強化し、「外国人
とともに暮らすひとづくりまちづくり」の実現に向
けて会員の皆様のより積極的な参加とご活躍に期待
しています。

会員状況
 法人会員　19 団体  特別会員　６団体
 個人会員　50 人  家族会員    7 人
　◆法人会員　

（有）ガレージ岡本・ホリデー羽ノ浦
（有）北村食品

倉敷紡績（株）徳島工場
（有）新栄自動車整備工場

太陽高速印刷（有）
電源開発（株）橘湾発電所
西野建設（株）
日亜化学工業（株）
平惣（株）

（有）古川運送

ホテル石松（株）アイテイスト
ミライクル（株）
牟岐線通運（株）
メグミフーズ（株）
ロイヤルガーデンホテル   
佐賀火工（株）
光明寺（荒谷）

（有）青木産業 
島村建設（株）

◆特別会員
阿南工業高等専門学校 
阿南商工会議所 
阿南ロータリークラブ 
阿南南ロータリークラブ 　　　
国際ソロプチミスト阿南
徳島アグリサプライ協同組合 
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