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〜仲間
ぜひ、お越しください！

7/15 第7回 にほんごで話そう！日本語スピーチ大会
14名の
スピーカーが
スピーチを
発表します。
（前回の様子）

小学生から成人までの外国人スピーカーが、
日頃の思いをにほんごで話します。また、当
日はインドネシアの伝統的な竹楽器「アン
クルン」の演奏も。
どなたでも自由に観覧頂けます。申込みは
不要です。直接会場へお越しください。

時間 午後1時開場

1時30分開始

場所 大和市勤労福祉会館3階ホール
定員 200名
発表者を囲んで（前回の様子）

集を
も募 ！
く
早
す
しま
開始

やまと国際交流フェスティバル実行委員

「アンクルン」の音色もお楽しみください

2013年3月17日（日）、大和駅東側プロムナードで開催するやまと国際交流フェスティバルに向けて「フェスティバル
実行委員」と「当日ボランティア」を募集します。希望される方は国際化協会事務局までお申し込みください。

フェスティバル実行委員
フェスティバルの企画・運営をして頂きます。
日時 初参加の方のためのオリエンテーション
10月6日
（土）
第1回実行委員会
10月20日
（土）開催予定
場所 大和市役所分庁舎2階会議室

朝早
く
ボラ 会場の設
ンテ
ィア 営も
で

伝い

手
のお
ップ
ショ
ク
ワー

多くの来場者が集まります

当日ボランティア
当日のお手伝いをして頂きます。
日時 2013年3月17日
（日）

フェ

場所 大和駅東側プロムナード
会

議の

様子

ステ

ィバ

ルの

様子

ご 挨 拶

このたび、大和市国際化協会は、神奈川県知事より公益財団法人としての認定を受け、2012年4月1日に「公益財団法人大和市国際
化協会」として新たな一歩を踏み出すことになりました。
市民の皆さまにはこれまでも、賛助会員や登録ボランティアとしてご支援をいただき、またイベントに多くのご参加をいただき心
から感謝を申し上げます。
今後も、当協会は地域の国際化の拠点として外国人市民の社会参加と市民の相互理解を促進し、すべての市民が豊かな地域環境づ
くりに貢献できるよう、役職員一丸となって環境の整備に努めてまいりますので、さらなるご支援を賜りますよう願い申し上げます。
公益財団法人大和市国際化協会
理事長 小木曽 明
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公益財団法人になりました！

1994年 7月 1日の大和市国際化協会の設立以来、18年が経とうとしています。その間、私たちや外国人市民を取り巻く環境は、
大きく変化しました。
例えば、設立当時 3,658人であった大和市の外国人登録者数は、一時 6,500人を超えるほどの増加を見せましたが、いまでは
6,000人を割り込み、さらに微減を続けています。国際情勢や日本社会の大きな変化、とりわけ世界経済の状況が、彼らの生活に
暗い影を落としているからで、外国人市民は、今も複雑かつ多岐にわたる問題に直面しています。
それでもなお、一時的な滞在の予定で単身来日していた彼らの多くは、日本に定住することを決め、家族とともにここで暮ら
しています。
日本で育った彼らの子どもたちは、親の文化、日本の文化の両方を柔軟に受け入れ、双方をつなぐ役割を果たしており、ともに
育った周りの友人たちもまた、幼い頃から多様な文化に触れ、豊かな国際感覚を育んでいます。
このような背景を踏まえて、私たちは、公益財団法人への移行に際し、設立時の基本的理念を大切にしながらも、その目的及び
事業内容を以下に改め、活動していくことにしました。

私たちの新しい目的
「大和市において様々な文化や個性を持った人たちが、互いの違いを認め合いながら、もてる力を発揮し、ともに豊かな社会づ
くりに貢献できる環境を整えることで地域の国際化をすすめ、もって国際社会の平和と発展に寄与すること」

目的を実現するために
①外国人市民の自立と社会参加を促進するための事業を
行います。

②市民の相互理解を促進し、市民主体の国際化推進活
動を支援するための事業を行います。

目指すべき地域の姿

目指すべき地域の姿

外国人市民も、地域住民の一員として、豊かな地域づくりに

市民それぞれが違いを認め合い、尊重しあえる地域

参加していること

国際化協会の役割

国際化協会の役割

■市民が国際感覚を高めることのできる機会を提供する

■外国人市民の自立を支援する事業を行う

■すそ野の広い市民活動ができる環境をつくる

■外国人市民が持てる力を積極的に活用できる場をつくる

よくある質問
公益財団法人って？

公益法人制度とは、民間による非営利の活動をより活発にする目的で行われる国の行政改革の一つです。登記を行うことで誰でも設立
することができる一般財団法人と、公益性の高い事業を実施していると認定を受けた公益財団法人があります。

イベント
カレンダー
2012

国際化協会が2012年度
に実施を予定している
イベントです。
詳細は、窓口・HPなど
でご確認ください。

7月
1日 外国人市民サミット

大和市役所
15日 「にほんごで話そう！

〜日本語スピーチ大会」
勤労福祉会館
23日〜 夏休み子ども教室

保健福祉センター

8月
〜1日 夏休み子ども教室

保健福祉センター

9月
29日 日本語教授法ブラッシュ

アップ講座

11日 教育セミナー

林間小学校学習室

末日 外国語版情報紙

Terra・Tierra
ニイハオ
チャーオバーン発行

2

末日 協会機関誌
「Pal」発行

10月
12日 ハングル講座スタート
16日 英会話講座スタート
20日 日本語教授法ブラッシュ
アップ講座
28日「やまと世界料理の屋台
村」
開催
大和駅東側プロムナード
末日 外国語版情報紙
Terra・Tierra
ニイハオ
チャーオバーン発行
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国際化協会の事業体系と 2012年度の実施事業
外国人市民の自立と社会参加を
促進する事業

外国人市民が地域で
暮らすために必要な
情報の提供事業

多言語による通訳窓口の開設
登録ボランティアによる通訳・翻訳サービスの実施
生活セミナーの開催

外国人市民が日本社会への理解
を深めるために必要な情報を提
供し、外国人市民の日本語力の向
上や、自らが主体となって進める
社会参加活動を支援することを
通じて、地域に住む外国人市民の
自立と豊かな地域社会づくりへ
の参加を促進します。

外国語版情報紙の発行
コミュニティーラジオを通じた情報の発信
外国人市民の日本語
学習を支援する事業

日本語ボランティア教師養成講座の開催
日本語教授法ブラッシュアップ講座の開催
日本語教室の開催
大和日本語支援ボランティアネットワークの運営
日本語スピーチ大会の開催

外国につながる
子どもたちへの
日本語及び教科
学習を支援する事業

日本語・学習支援ボランティア養成講座の開催
日本語・学習支援ボランティアの派遣
外国につながる子どもたちへの補習クラスの開催

外国人市民サミット

外国人市民の社会
参加を支援する事業

市民の相互理解を促進し、
市民主体の国際化推進活動を
支援する事業

市民の国際理解を
促進するセミナーの
開催

外国人市民サミット・多文化共生会議の開催
外国人市民で作る活動グループへの運営支援
国際理解講座の開催
外国語と外国文化紹介講座の開催
クロスカルチャーセミナーの開催

市民が多様な文化に触れること
のできる機会を提供し、市民が主
体となって進める国際理解や国
際交流、在住外国人支援活動を応
援することを通じて、市民がそれ
ぞれの違いを認め合い、尊重し合
える地域づくりを進めます。

地域における国際
交流の場の提供事業

やまと国際交流フェスティバルの開催
やまと世界料理の屋台村の開催
大和市民まつり等への出展

市民が主体の国際化
推進活動を支援する
事業

大和市友好都市交流事業に対する助成金の交付
国際化推進事業に対する助成金の交付
市民主体の国際化推進活動への後援
ボランティア交流会の開催
ホームステイ・ホームビジットバンクの活用

クロスカルチャーセミナー

11月

12月

中旬 国際理解講座
（全2回）

24日 日本語教授法ブラッシュ
アップ講座

機関誌「Pal」の発行

地域の国際化に
関する情報提供事業

1月

ホームページの管理運営

2月

日本語教室（全10回）

未就学児のための日本語
教室
にほんごひろば（全7回）

3月
ボランティア交流会
17日 やまと国際交流

フェスティバルの開催
大和駅東側プロムナード

末日 外国語版情報紙

末日 外国語版情報紙

Terra・Tierra
ニイハオ
チャーオバーン発行
協会機関誌「Pal」発行

Terra・Tierra
ニイハオ
チャーオバーン発行

3

末日 協会機関誌
「Pal」発行
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タイ・ラオス家庭料理「パカーラン」
今年度から国際化協会の協力指定店になってくださった「パカーラン」は、相鉄
線さがみ野駅前でタイ・ラオス料理が楽しめるお店。オーナーは、
ラオス出身で、
ラオス語の通訳としても活躍されているピンマッチャン ビルンさんです。
まず最初に「ラオス」と「タイ」についてご説明すると、
ラオスとタイはお
隣どうしの国。どちらの国も同じ民族（タイ族）が主要民族で、
ラオス語と
タイ語も、
お互い方言のような関係なんだそうです。料理も、
やっぱり似
ているものが多いそうですが、
タイ料理と比べてラオス料理は「田舎の料
理」なんだとか。山が多く、食材の運搬に時間がかかったこの国では、保
存を効かせるために、
料理により多くのスパイスを入れていたというのが
始まりのようです。反対に、
大きな違いは主食にあります。ラオスではタイ
米ではなく、
もち米が主食です。
どうして、
ラオス人のビルンさんのお店に、
「タイ・ラオス家庭料理」と
付けたの？と伺うと、
「ラオスはあまり日本にはなじみのない国だか
ら・
・
・。」とのこと。実際、
日本にあるタイ料理店の中には、
ラオス人の経営
しているところも少なくないそうですよ。

ラオスってどこ？？
というあなたに贈る

1分で知るラオス
ラオスは、
インドシナ半島の真ん中
にある国で、
東南アジアで唯一海の
ない国でもあります。正式名称はラ
オス人民民主共和国といいます。
首都はヴィエンチャンで、
主要言語
はラオス語。
1980年代には、
ベトナム戦争の余
波を受けて、
ラオスからも、多くの
難民が日本にやってきました。
5月31日現在大和市には、108名
（第9位）の方が外国人登録をして
います。

中国
ミャンマー

ラオス

タイ

ベトナム
カンボ
ジア
マレーシア

至大和

至海老名

さて、
話を戻して、
パカーランをご紹介していきましょう。
「パカーラン」とは、
ラオス語で「サンゴ礁」のこと。海のない国から来たビル
ンさんの、
海への憧れがそのまま形になったようなとても素敵な店内です。
一番のおすすめメニューは、
「サイコーク」と呼ばれる、豚の腸詰。1回に
80㎏（！）を仕込むという手作りのサイコークは、
蒸したもち米と頂くと、
もう最
強の組み合わせ。
ここでしか食べられない、
ラオスならではの料理といえば「ラープ」。粗挽き
肉とミントやパクチーといった香草、
スパイスをまぜあわせて作るラープは、
唐
辛子も入った辛ーい料理。辛い物が苦手、
という方には、
揚げ春巻きをお勧めし
ます。東南アジアのほかの国の揚げ春巻きは、
「スイートチリ」という甘辛いソー
スをつけて食べますが、
ラオスでは、青レモンとナンプラーを使って作るさっぱ
り味のたれをつけて頂きます。
海を思わせる店内
もちろんアルコールも。ラオスのビール、
「ビア・ラオ」もちゃんとあります。
それになんとこのお店、
ビール、
サワー、
カクテルなどのアルコール
相鉄線
これからの季節はデッキ席が
さがみ野駅
類がどれも５００円で楽しめるんです。エスニック料理屋さんの
ファミリー
気持ちいい
南口
東柏ヶ谷
マート
アルコールがこのお値段とは、
意外にうれしいポイントですよね。
三菱東京
６種類から選べるランチ（８0０円）もあります。
UFJ ATM
パカーラン
このパカーラン、
もともとは「パイケオ」という名前の、お酒を
マルエツ
中心に提供するお店だったところを、2年前にリニューアルして、
Ｎ
お酒も料理も楽しめるお店
にしました。今では、
お客さ
んの多くが地元の日本人。
住
所：海老名市東柏ケ谷2-25-20
「タイ料理」だからではなく
マルキビル1階
地 域 のみんなに愛される
相鉄線 さがみ野駅南口前
このお店、
「ラオス家庭料理
（徒歩1分)
TEL
：046-235-0135
パカーラン」になる日もそう
営業時間：11：00〜23：00
遠くないかもしれません。
サイコーク
（ラストオーダー22:30）
定 休 日：月曜日
「パカーラン」で賛助会員証を使おう！
駐 車 場：3台
国際化協会の会員証を提示すると、ディナーの飲食代金が５％OFF
細部にまでこだわりが
http://www.pakarang.biz

価格だけで決めていませんか？
『さんこうどう』だからできる

ワンストップサービス

デザイン

似顔絵
キャラクター

イベント
運営

印

刷

ホーム
ページ

小ロット
印刷

オート
コール

0120-3510-13
4

www.sankodo.ne.jp

〒251-0053 神奈川県藤沢市本町1-3-33
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国際理解講座誌上再録「ブータンと日本」

2012年3月11日（日）午後1時30分〜午後3時30分
大和市勤労福祉会館 3 階ホール

2011年11月に、ご成婚されたばかりのブータン王国第5代ワンチュク国王が王妃と共に来日され、
そのお人柄に、多くの日本人が好感とブータン王国への興味を寄せたことが記憶に新しい中、国際化協会
でも、ブータン王国、そして、ブータン王国の国是である「GNH（国民総幸福）」について探ろうと、関
西大学社会学部教授で、人間開発論がご専門の草郷孝好氏を講師にお招きして、国際理解講座「ブータ
ンと日本」を開催しました。
当日は、多くの方にご参加いただきましたが、皆さんなかなかのブータン通！質疑の時間には、鋭く深い
質問が多く出され、活発なやり取りが時間を延長して行われました。
単なるブータンの紹介にとどまらず、
「日本の中のブータンを探そう」と、ブータンを通して日本社会で
の幸福を考える草郷氏のアプローチは、あの日からちょうど1年の3月11日に行われたことと相まって大
変に印象に残るものとなりました。今号のPalでは、当日の講義の要旨をお届けします。

●GDPと経済成長

ブータン
中国
バングラ
インド ディシュ

ミャンマー

タイ

係、
家計状況でした。それから自由な時間、
就職状況、
友人関係、と続き、
地域コミュニティという要素は低くなっています。この地域コミュニティと
いう部分のデータは、
私の見方では、
農村に住んでいる人を対象にすると
もっと数値が高くなると思います。もちろん、トップ３は田舎でやっていて
も変わらないでしょう。

はじめにGDPという言葉
を確認しておきます。簡単に
言うと、一人ひとりの所得と
いうことですね。日本は経済
成長型の国家戦略を長い間
とってきました。その指標とし
てGDPという数字を重視して
きたわけです。実際にその戦
略をとってきたことでどこまで所得が伸びたのでしょうか。 1955年から
2005年にかけての所得を比べてみると、
約8倍所得が伸びていることが
分かります。
では、
経済成長のメリットは何でしょうか。一つは学校教育です。1955
年と2005年でデータを比較すると、高校就学率は50%から95%強、大
学就学率は10%から50%強へと増加しています。教員を養成し、
学校を
作るには大変なお金がかかるので、
学校教育を自前のお金でできるよう
になったことは経済成長の大きなメリットといえます。もう一つは、
健康で
す。日本人の平均余命を1947年と2005年で比較すると、
男性が50歳か
ら78歳へ、女性は53歳から85歳へとのびています。これは医療や病院
建設にお金をかけることができたおかげですので、これも経済成長のメ
リットといえます。

●ブータン

この日本政府の幸福度調査ですが、これをこれからどう生かしていく
のかまだ分かりません。しかし、すでにGDPではなく、GNHを重視した
国づくりをすすめている国があります。それがブータンです。ブータンで
は国勢調査に幸福度に関する質問を入れました。その結果、97%もの
人が幸福であると回答したことが分かりました。
ブータンは、中国とインドという大国にはさまれた小国で、人口は70
万人余り。見かけは私たち日本人とよく似ています。公用語はゾンカ語と
いって、
現在も続く王朝の出身地の言葉です。観光客はアメリカが一番多
く、
実は日本が二番目です。

●ブータンのGNH

GNHについては第4代国王がカギとなります。1970年代に南アジア
の代表が集まる国際会議の場で、あるジャーナリストにどんな国づくりを
したいのかと聞かれ、
第4代国王は、
「私はGDPではなく、GNHを高めた
い」と述べました。第4代国王の王妃が来日した際にはこんなことを言っ
ています。
「GNHは仏教的価値観に裏打ちされたもので、
社会開発を考
える指針となるものです。最も重要な課題は、
西洋的な政治経済の理論
と仏教的洞察の溝を埋めることです。」
このGNHの一番の土台にあるものは何なのでしょうか。それはチベッ
ト仏教観、
特に輪廻の考えです。どんなものでも自分とのつながりがある
のではないか、という視点を持ち、
自分だけの利益を追求するよりも、
他
者のためになるかどうかを考えることが自然に身についています（利他の
精神）。この点が日本社会との違いといえます。つまりGNHを提唱する前
提として、すでにブータンではそのような思考回路を共有しているわけ

●幸福のパラドクス

さて、
皆さんは「現在、あなたはどのくらい幸せですか」と聞かれたら
どう答えますか。実は日本政府は「あなたは生活全般に満足しています
か。それとも不満ですか」という質問に「満足している／まあ満足してい
る／どちらともいえない／どちらかといえば不満である／不満である」
という5段階で回答する形式の調査を1978年から3年おきに行っていま
した。この推移を見てみると、
年を追うごとに「満足」
・「まあ満足」と回答
する割合が少しずつ低下していることが分かります。学校教育や医療
が充実するなど順調に経済成長を活かしてきた日本ですが、
一体どうして
「満足」と回答する人が減ったのでしょうか。
このGDPが上昇するにつれ、生活満足度が低下する現象を「幸福の
パラドクス」と呼びます。この現象は世界中で起きています。それに対応
する為にカナダやオーストラリアなどではGNHにかなり似ている「ウェル
ビーイング」という指標を開発中です。

です。それらをベースにして、人間同士だけでなく、
自分の周りにある動
植物との関係性もお互い様という意識で結ばれています。人間と環境の
相互依存関係（生態系）を大切にする考え方です。ただし、ブータンも
近代化を目指していますので、
こうした意識を土台にしながら、
今後、
ブー
タンをどう維持していくのかが課題になっています。

●GNH型の社会システム

●幸福度調査で問われたこと
先進国において、GDPが上がっているのに生活満足度は低下すると
いうジレンマに陥っている現状をどうするのか、それに対する取り組み
は日本でも進められています。
内閣府では幸福度を調査するために「国民生活選好度調査」と呼ばれ
るアンケートの中で、
幸福度を調査しました。平成21年度の調査結果では
平均6.47点（10点満点）でした。皆さんの実感はどうでしょうか。衝撃的
だったのは30代よりも70代の方が平均点が低かったことです。私が行っ
てきたこれまでの研究では、
確かに40〜 50代の平均は下がるけれども、
60〜 80代にかけて平均が上がっていくことが常識的と考えられてきまし
たが、
現在、
残念ながらその傾向に変化が生まれつつあります。
次に幸福感に影響する要素を見てみるとトップ３は健康状態、
家族関

では、
政府はどのようにGNHを国づくりに活かしているのでしょうか。
まず、
国民の幸せと質の高い生活の実現という目標があります。その実現
のためにGNHの４本柱を戦略
に掲げて、GNH指標を国の
成長を測るものさしにすると
いう国家単位の実験を行って
いるといえます。 GNHの4つ
の柱とは何なのか、順番に紹
介します。①「公正な社会経済
発展」とはいわゆる経済成長
のことですが、それによって地
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域間格差や、
民族間の格差を引き起こさない事を重視しています。②「環
境」を守る、
自然と共生するということで、
自然はブータンにとってかけが
えのない財産だと考えています。③「文化」、
伝統技術や言葉を大事にす
ることで、これはかなりユニークだと言えるでしょう。④「よい政治」とは
住民が意思決定にかかわる民主主義のことです。
この4つの柱を具体的に国の運営に生かすにはどのようにするので
しょうか。二つの取り組みをご紹介します。一つ目は民主化の導入です。
2006年に第4代国王が5代国王に王位を譲ったのですが、その際に立
憲君主制度を導入し、これが2008年に完了しました。その後、
上院、
下
院の選挙を受けて、
憲法を決めました。民主化制度を導入してまだ4年目
ですので、まさに今、
新しい制度にチャレンジしているところです。それで
は、
どのような憲法を制定したのでしょうか。GNHについての記載はたっ
た一か所、
日本人には不思議な縁があるのか、
憲法9条にあります。第9条
第2項で、
「政府の役割はGNHを追求できるような諸条件の整備に努め
ることである」とだけ記されています。賢いですね。私たちは、
単にブータ
ン人は幸福度が高いと思いがちですが、そうではなく、
幸福度を追求で
きるような国づくりをするために政府がある、と定義しているわけです。
二つ目はGNH型政策についてです。ブータンではGNH政策を国策の
中心軸に置くためにGNHコミッションという機関を作りました。この部署
が各局から上がってくる国家開発計画を束ねています。つまり、GNHを
抽象的な目的にするのではなく、
日々の政策形成に活かしていこうとする
取り組みを続けているわけです。
また、ブータン人がどんな生活をしてい
るのか、GNH指標というものを使って9領域でチェックします。具体的に
は暮らし向き、
健康、
教育、コミュニティの活力、よい政治、
時間の使い方、
文化、
生態系、
心の健康の9項目で幸福を追求するような環境にあるのか
どうか、
確認していきます。2008年にはGNH指数を発表しました。9つ
の項目の指数を平均すると100点満点中だいたい80点ぐらいで一番
高い項目は「時間の使い方」だったのですが、よく分からないので「これ
は何？」とブータン人に聞いたところ答えは単純で、
「ブータン人はよく寝
る」のだそうです（笑）。
ブータンのGNH指標から私たちが学びとれることは何なのでしょう
か。私はやはり関係性（多種多様な関わり合い）だろうと思っています。何
か物事を決める時、
自分の利害だけでなく、
家族・隣人などつながりのあ
る人の利害、あるいは動物や植物など地域の自然環境などへの影響を
よく考えて、
総合的に判断することが大切なのだと思います。身近な失敗
例として、公害問題が挙げられます。自分たちにとって良いと思ったこと
が、結果として自然を破壊してしまったという事実は、生活を見直すべき
であるという私たちへのメッセージとして受け取ることができるのではな
いでしょうか。

それではブータンのGNHから見えてくる幸せへのカギを考えてみま
す。まず、
人々の幸福感を減少させないで近代化を進めることです。第4
代国王は充足感と言っていますが、
大事なことは充足感を減速させない
ように近代化を進めることです。それからGNHの４つの柱の重要性で
す。
また家族、
地域のつながりを大切にする暮らし、こうしたことがGNH
をめぐるカギになってくると思います。
日本でもGNHを高める取り組みが行われていますのでご紹介します。
東京都荒川区でGAH（グロス・アラカワ・ハピネス）という取り組みを
しています。現区長が区政は区民を幸せにするシステムだとして開始し
たものです。幸福ではない方々に向けてどのような支援ができるのか、
との視点を優先的に考えているようです。
もう一つは水俣です。水俣市は皆さんにとっては意外かもしれません
が、水俣病で大変な目にあったにもかかわらず、実は日本初の環境モデ
ル都市に選ばれています。水俣は有機水銀汚染で環境破壊をもたらした
ことで世界的にも有名なのですが、発想を180度転換させて環境にやさ
しい町として有名になりたいという思いで環境との共生に取り組んでい
ます。
「市民参加」ではなく、
行政が市民主体の動きに合わせていくという
「行政参加」を行うなど様々な実践を行っています。
それから滋賀県甲良町では幸せを高めるためのまちづくりを行っていま
す。環境と人がつながる町づくりの中で、
行政職員がファシリテーションを
行い、みなさんのアイディアを引き出すという役割を担ってきています。
この他にも日本の中には様々な取り組みがありますし、これらを通し
てGNH型の社会とは何かに気付くことができるのではないかと思ってい
ます。去年の震災後実感しているのは、幸福はお金だけで実現できるこ
とではないということではないでしょうか。大切なことは人とのつながり
ではないかと思います。おそらくつながり方にも色々なパターンがありま
す。都会では学校、サークル、趣味などを通じて広いつながりができや
すいと思います。でも、その反面、例えばマンションに住む人は典型的
かもしれませんが、
隣近所との付き合いは薄いのではないかと思います。
一方、
田舎ではどうでしょうか。私自身は田舎育ちなのですが、みんなが
自分のことを知っていて強いつながりがあり、
時に助け合いもあるわけで
す。要はそのバランスが重要だということです。今の社会がそうさせてい
ないのであれば、そういう社会にどうやって変えていけるのか、われわ
れが問題視していかなければと思っています。

●日本型のGNHの検討へ

私は日本型GNHが重要だと考え、5本目の柱を意図的に追加しよう

と提案しています。それは「利他の精神とつながり」。つまり、何かあった
ときに助け合える社会です。おそらく東日本大震災以後、
実感しつつある
事ではないかと思いますが、
もっと大事にしていっていいのではないでしょ
うか。
最後にGNHをめぐる動きを一つ紹介します。幸福という言葉を国際的
に確認する目的で、ブータンの首相が中心となって、国連の場で幸福を
大事な人権の一つとして確認しようではないかという決議を行おうとして
います。実は日本政府もこれを支援しています。人口70万の国ブータン
の財産はたくさんあるのですが、
英語でこうしたことを発信できる政治家
を育てていることはわれわれも見習うべきところの一つなのかもしれませ
ん。実は大和市の市民憲章でも「みんなで力をあわせて友情としあわせ
につつまれたまちをつくりましょう」との文言で幸福について触れています
ので紹介しておきましょう。ご清聴ありがとうございました。

●ブータン人って幸せなの？

さて、ブータン人は本当に幸せなのでしょうか。実際に私がブータン
研究所と共同で調査した結果満足度は平均6.93点（10点満点）となりま
した。特徴として、0点と回答した人が少なかったこと、10点と回答した
人が多かったことが挙げられます。項目を見ると、ブータン人の幸福に欠
かせないものは①安定した財政基盤（お金）、
②よい家族関係、
③健康で
あるということが分かりました。
トップ３は日本とほぼ一緒ですね。実はこ
の結果をブータンでも発表したのですが、
「ブータン人もお金が大事だっ
た」ということで衝撃的だったようです。
ブータン人に生活の満足度を尋ねるとあらゆる面で満足度が高いこと
が分かりました。健康、
経済、
仕事、
家族関係のすべての分野で満足と回
答した人が8割を占めたのです。日本は、
国民生活選好度調査の結果を
ブータンと比較すると、特に経済面、仕事面が低い数値です。しかし、本
当はあまり満足でない人がどのくらいいるのか、これが重要です。ブータ
ンでは、このための政策を優先しています。とはいえ、ブータン人も幸
福ばかりとは言えず、ストレスも抱えています。主な理由は、
子どものこ
と、
経済的悩み、
家族の病気などです。それから地域での共同作業もスト
レスになるようです。地域での助け合いについてはブータン人も面倒臭
がっているのか、と何だか親近感を覚えますね。このように、
個人レベル
と社会レベル、
両方の側面からGNH、
幸福を考えていくことが大事なの
だと考えています。

詳しくお知りになりたい方は…
草郷先生の近著「GNH（国民総幸福）
みんなで作る幸せ社会へ」
（枝廣淳子 草郷孝好 平山修一
2011年 海象社）
草郷孝好研究室HP

http://www2.ipcku.kansai-u.
ac.jp/~tkusago/ja/ja_top.html
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公益財団法人 大和市国際化協会からのお知らせ
講座、イベントへのお申し込み、お問い合わせは国際化協会事務局までお願いします。
■ 公益財団法人大和市国際化協会

〒242-0018 大和市深見西8-6-12
Tel：046-260-5126

Fax：046-260-5127
8:30−17:00

鶴間駅

交番

第1・3土曜

セブンイレブン

◎

勤労福祉会館

マルエツ

保健福祉センター
日産サニー
イトーヨーカドー

イオン

大和市役所

︵公財︶大和市国際化協会

http：//www.yamato-kokusai.or.jp

受付時間

月曜〜金曜

11時30分終了

夏休みの宿題、日本語学習など勉強したいことに個別に対応します

…日時

…場所

…定員

…費用

無料

…対象

…内容

国際化協会窓口、もしくはお電話で先着順に受付

外国につながる小中学生

20名（市内在住を優先）

…講師
…お申し込み方法

至大和

生活セミナー
「日本の学校の制度のことがよくわからない・
・
・」
「高校に行きたいけれど、どういう学
校があるのかよくわからない・
・
・」あなたもこんなことを考えたことはありませんか？
「まだ小学生だから大丈夫」と思っていても、いつかはやって来る進学の問題。それに
備えるために、今から知っておくといいことがたくさんあります。準備には時間が必要
です。早めに必要な情報を取りましょう。通訳の必要がある場合はご相談ください。

日本語教授法ブラッシュアップ講座
日本語教室の現場で役立つ、
より実践的な指導法のノウハウを紹介する
講座です。日本語ボランティア教師としてすでに活動している方、日本
語指導法をさらに学びたい方を主な対象として開催します。
１回のみの
参加も可能です。
８月１日よりお申し込みを受け付けます。

8月11日
（土）午後2時〜4時(予定）
大和市立林間小学校学習室

①９月２９日 ②１０月２０日 ③１１月２４日

高校入学前の子どもを持つ親と子ども（小学生高学年以上） 約20名

全土曜日 午後２時から４時

多文化共生教育ネットワークかながわ
（ME-net)

大和市保健福祉センター４階講習室

無料

８月１日以降、国際化協会ホームページでご確認ください。
にほんごの会企業組合

午前9時30分集合

大和市保健福祉センター４階

マークの見方

至渋谷
国 道 2 4 6 バイパス

7月23日
（月）、24日
（火）、25日
（水）、30日
（月）、31日
（火）、
8月1日
（水） 全6回

大和市立病院

大和中学校

至大和駅

小中学生を対象に、学習支援教室を開催します。夏休みの宿題や日本語
の勉強をしたい方はお申し込みください。ボランティアが1対1または少
人数グループで支援します。参加希望者を先着順に受け付けます。

大和市役所分庁舎2階
（大和市立病院の東側）

Email：pal@yamato-kokusai.or.jp

夏休み子ども教室

7月1日から、国際化協会窓口、もしくはお電話で先着順に受付

宿谷和子先生

英会話講座（初級）

ハングル講座（入門）
2012年10月12日〜2013年2月8日

2012年10月16日〜2013年2月19日

毎週金曜日 午前10時〜11時30分

毎週火曜日 午前10時〜11時30分

全15回

大和市役所分庁舎2階会議室

大和市役所分庁舎2階会議室

全15回

テキストを使って、簡単な会話と韓国の文化、習慣について学び

簡単な英会話や英語を母国語とする国の文化や習慣について

ます。

学びます。

15名

15名

初めてハングルを学ぶ方

長く英語から遠ざかっていた方で、
また英語を学んでみたい方

イ・ファンミ先生

ヒロミ ウオーカー先生

12,000円
（テキスト代別）
。賛助会員の方は500円割引

12,000円（資料代別）。賛助会員の方は500円割引

8月1日から、国際化協会窓口、もしくはお電話で先着順に受付

8月1日から、国際化協会窓口、もしくはお電話で先着順に受付

１０月２８日に開催するこのイベントへの出店を希望されるエスニック料理店は、
８月１日から当協会
第３回やまと世界料理の
窓口もしくはHPで配布する申込書に必要事項を記入して、
８月２０日
（月）
までにお申し込みください。
屋台村出店者を募集します。 募集は8店舗、出店料は20,000円です。
クァンミョン

안녕！광명！アンニョン！クァンミョン！ 〜大和市の友好都市である大韓民国光明市の情報や、市民との交流の様子をお届けします。
●8月7日〜10日 大和市の公募によって選ばれた、青少年訪問団12名が韓国光明市を訪れます。メンバーに抱負をうかがいました。
訪問団リーダーの星山です。先日の第一回研修は真剣かつ笑顔溢れる有意義なものとなりましたが、至らない点もちらほら。大和市と光
明市だけでなく、日韓の架け橋となるべく成長を続けて参ります。ご声援の程宜しくお願い致します。 星山里愛（高校 1年生）
共通の目的意識を持っている仲間なので、事前研修では初めてとは思えないほど仲良くなれ、韓国訪問への手ごたえを感じました。
中学一年生から高校三年生という各々の立場で自分の役割を考え、大和市の代表 12名
であることを自覚して行動し、それぞれの個性と感性で韓国の文化を受けとめてきた
いと思います。 五十嵐優歩（高校 3年生）
事前研修で韓国の文化や言葉を理解する大切さを学びました。言葉が違うのでコミュ
ニケーションをとるのが大変だと思いますが、大和市の代表になったからには最後ま
で責任を持って、楽しみながら交流をしてきたいです。 山口尚美（高校 1年生）
しっかりハングルも勉強していきます。
（6/9・10事前研修にて）

●韓国光明市の市民農楽団が神奈川大和阿波おどりに参戦！
農楽は、朝鮮に伝わる伝統的な民族芸能の 1つで、名前のとおり、農村地域の踊りです。
光明市の市立農楽団が、大和市を訪問し、7月 28・29日に大和駅周辺で開かれる西口風鈴まつり・神奈川大和阿波おどりで、農楽を披露
します。鐘や太鼓でリズムを取って、アクロバットのように踊る農楽には、阿波踊りと一味違う迫力が。両者の融合をお見逃しなく！
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大和市内国際関係団体一覧
活動場所

活動内容

問い合わせ

24

年︶

団体名

2012年︵平成

SUMMER

Pal. vol.74

〒242-0014
大和市上和田1784-10

30

第

かながわ難民定住
援助協会

会長 櫻井 ひろ子
TEL/FAX: 046-268-2655
http://www.enjokyokai.org

月 日発行

6

日本語教室・学習室
（および受験教室）の
開催のコーディネート

号

74

〒242-0007
大和市中央林間
3-16-12-107

●定住外国人の子どもの就学支援
●学習支援（小学生、中学生、高校生）
●スペイン語圏の母語による教育相談
●母語教室、南米文化教室（不定期）

交流団体

毎週日曜日

10:00〜12:00

かけはし

保健福祉センター4階

毎週金曜日

10:00〜11:30

かたつむりの会

青少年センター

毎週土曜日

10:00〜12:00

つきみ野
あいうえお

つきみ野学習センター

毎週金曜日

13:30〜15:00

日本語サークル
おでん

青少年センター

火曜日(月3回)

にほんごの会

生涯学習センター2階
生涯学習センター3階

毎週水曜日
毎週土曜日

13:30〜15:00
19:30〜21:00

やまと・ともだち

桜丘学習センター

毎週金曜日

19:00〜20:30

やまびこ

保健福祉センター4階

毎週木曜日

19:00〜20:30

らんどせる

渋谷学習センター

日曜日

あけぼの教室

かながわ難民定住援助協会

エステレージャ
ハッピー

林間小学校開放

毎週土曜日

10:00〜12:00

高座渋谷学習室

いちょうコミュニティハウス

毎週土曜日

13:30〜16:00

ミカサ・トゥカサ

大和市役所分庁舎

第1・2・3土曜日

バラード

保健福祉センター4階

月1回第2金曜日
国際交流支援活動

やまと国際フレンド
委員会

場所・活動時間要問合せ

国際化協会事業支援など

18:30〜20:00

11:00〜13:00

期間限定（要問合せ）

10:30〜12:30

Ed.ベンチャー事務局
TEL 046-272-8980
嶋澤

常次
TEL 046-276-3830

葛島

洋子

若林 まゆみ
TEL 046-276-8070
千葉

知義

※援助協会

水曜クラス：松田節子
TEL 046-264-6159
土曜クラス：阿部 光夫
TEL 046-267-6561
田中

房枝
TEL 046-269-7564

塚口

伊代子(英語可)
TEL 090-4436-8104

長谷川

信子

※援助協会

援助協会へお問い合わせください
※援助協会
Ed.ベンチャー事務局
TEL 046-272-8980
松井

喜一

※援助協会

村中 大樹
国際化協会事務局
TEL 046-260-5126

中村

勝
TEL 046-263-6905
http://ballade-yamato.com/
長谷部 美由紀
TEL 046-260-5126
http://ifc-yamato.com/

※援助協会…かながわ難民定住援助協会
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※援助協会

事務局へお問い合わせください。

URL : http://www.yamato-kokusai.or.jp E-mail:pal@yamato-kokusai.or.jp

学習支援室

渋谷中学校開放
「下和田の郷」

パラシオス パウロブスキ
アルベルト
TEL/FAX:042-799-2023（事務局）
TEL:046-264-7070（大和教室）
スペイン語 090-7834-6653
http://ajape.org/
Email:ajape@jcom.home.ne.jp

大和市役所分庁舎2階 TEL 046ー260ー5126 FAX 046ー260ー5127

日本語教室

お父さんとお母さんの
ための日本語教室

理事長

〒242ー0018 大和市深見西8ー6ー

【事務局】
〒194-0012
町田市金森1546−45
日本ペルー共生協会
〒242-0016
（AJAPE／アハペ） 【大和教室】
大和市大和南1-13-9
イイマハイツ１F

代表 浅沼 蓉子
TEL/FAX: 046-272-8980
http://www.edventure.jp/
Email:toiawase@edventure.jp

発行■ 公益財団法人 大和市国際化協会
印刷■ 株式会社 さんこうどう

ＮＰＯ法 人

教育支援グループ
Ed.ベンチャー

●学校支援活動
理論学習会/小5.6教室/教育講演会/教師相談
/研究者による支援/教育ボランティア/HP支援
●外国人支援活動
生活相談/日本語教室/保証人事業/すたんどば
いみー基金の会/学習支援/当事者活動支援
●東日本大震災支援事業

