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【6 月以降の活動予定他】 英会話教室、日本語教室が再開しました。 

             例年 6 月に行っています「書道ワークショップ」は開催時期を見直し中です。 

◆2020 年度総会議案の文書決議結果 
会⾧ 萩森健治 

今年度の総会は、新型コロナウイルスの影響により、

文書による審議と決議を行いました。5 月 20 日の期限

までに 44 名の個人会員、団体会員の方々からメールま

たはハガキで回答をいただきました。その結果、以下の

3 議案とも全員賛成で可決されましたので報告いたし

ます。 

1 号議案 2019 年度事業報告、決算・監査報告 

2 号議案 役員改選（案） 

3 号議案 2020 年度事業計画（案）収支予算（案） 

2020 年度役員として、会⾧、副会⾧、会計、監事は

継続、筑木純子さんは任期満了で理事を退任、岡田晋さ

んは顧問に就任、そのほかの理事は継続。新理事とし

て、羽山知恵子さん、三栖秀昭さん、宮野悦子さんが選

出されました。新理事 3 名のプロフィールは本号で紹

介しています。皆さん活動を楽しんでください。 

退任された筑木純子さんは、私が YIA に入会した

2008 年度以前から理事として英会話や ALT 支援で活

躍されました。お仕事をされながら永年お世話してい

ただき、ありがとうございました。今後も会員として活

動に参加してくださいます。 

さて、2020 年度ですが、コロナウイルスの感染拡大

防止を図りながら厳しい環境下で活動せざるをえませ

ん。決議採択された今年度の事業計画と予算も、理事会

で適宜修正しながら進めてゆく予定です。 

幸い日本語教室は 5 月 24 日から、英会話教室は 5 月

25 日の週からようやく再開できました。理事会も 5 月

30 日に開催しました。地域の国際交流、国際理解講座、

外国人との交流など三密を避けて慎重に実施する予定

です。また 8 月の阿波踊りは中止となり、それに代わ

る何かイベントを企画したいと思います。秋のバスツ

アーは毎年皆さん楽しみにしているので、実施できれ

ばいいですね。 

市内在住の外国の人たちは、外出自粛などの活動制

限や情報入手の困難さ、不安定な身分、渡航の制限など

により孤立感や不安感を感じていると思います。この

ような時こそ、国際交流協会は地域で暮らす外国の人

たちとの共生や支援をしっかりと続けていかなければ

ならないと思います。皆さんと知恵を出し合い、密に情

報交換しながら活動を継続して行きましょう。 

 

◆日本語教室、英会話教室が相次いで再開しました。 

各教室より再開の喜びの声を頂きました。 

 

えっとぶり、日本語教室！！    真鍋憲昭 

 今年はコロナの影響で、４月から休講でした。その間

はオンラインで日本語の交流をしていました。でも、顔

を合わせての日本語学習再開は 5 月 24 日でした。やは

りオンラインと違って、考えや心が直接見られるので

よく分かります。参加者は少なかったですが、内容のあ

る日本語会話ができました。 

 タイの実習生２人と講師たちで話し合いました。タ

イの食事やお祭りについて話してもらいました。とく

に、チェンマイの花祭りやランタン祭りについてはと

ても楽しかったです。  



 実習生のチャアさんは８月にタイに帰るそうです。

私も来年２月のチェンマイ花祭りにまた行きたいです。

チャアさんにもぜひ会いたいですね。 

 次回はたくさんの受講生が参加すると思います。三

密にならないよう、そしてマスク着用で行きます。 

 

山川英会話教室 再開  山川英会話教室 ⾧井和秀 

 二ヶ月間、新型コロナウイルス感染防止のため休講

となっていた英会話教室が 5 月 26 日より、諸条件の

下、授業が始まりました。参加者数は 8 名でした。 

受講生のみなさんは休講期間も英語への想いは絶や

すことなく過ごされており、2 か月間のブランクを感じ

させない授業でした。 

英会話教室を終えると少しの達成感を感じ、みなさ

ん来た時より元気になり帰られます。今後、新型コロ

ナウイルス感染症の発生の影響が少なく、引き続き開

催されることを願っています。

 

 

Long time no see  川島英会話教室 三原 敦子 

5 月 27 日（水）に英会話教室が再開しました。小学

生も含めて 10 名が集まり、一年生になれた喜びや、早

く子や孫に会いたいね、と互いに語りました。 

マーク先生のご家族はロックダウンされたフィラデ

ルフィア。お父さんだけが買い物に行くこと、祖父母が

暮らす施設は感染者や亡くなった人もいるなど緊張状

態の続く街の様子を語ってくれました。そして、コロナ

ウイルスに関係する英単語（緊急事態宣言、感染者、三

密等）を学びました。その中で、マークさんは「自粛」

「不要不急」のあいまい表現が理解しがたいというこ

とでした。 

 「自粛」「不要不急」を「忖度」しながらの「新しい

生活様式」で暮らしましょう。確かに悩ましい表現です

ね。 

 

三密（密閉、密集、密接）に配慮した英会話教室 

英会話鴨島教室 瀬尾規子 

5 月 28 日（木）に 2 か月ぶりに英会話教室が再開し

ました。三密に配慮して、１階のホールを仕切って、初

級クラスと中級クラスを開催しました。最初に生涯学

習課の井上課⾧補佐さんから学習にあたっての注意な

どの説明がありました。机は、一人ずつ座り、広々とし

た教室で、安心して勉強することができました。 

初級（デクス先生）は４名、中級（メイガン先生）は

５名でした。参加者は少なかったですが、フリートーク

や教材を使った学習をして、久しぶりに頭が活性化し

ました。受講生の皆様には、安心して参加してもらいた

いと思います。 

（上の写真が初級クラス、下の写真が中級クラス） 

 

◆2020 年度 新理事紹介コーナー 

 今年度、新たに理事に就任した 3 名の方から挨拶を 

頂きました。 

 

羽山 知恵子（はやま ちえこ）さん 

羽山知恵子です。東京、関西をはじめ 35 年程住んだ

横浜より生まれ育った徳島に転居しました。 

懐かしい阿波弁。えっとぶりに！四季折々の美しさと

ぬくもりに魅せられています。 

趣味は、アート巡り、パッチワーク・キルト、バロッ

ク音楽鑑賞、旅行、書道、古里探訪などです。  



今まで、原書を読む会、学びの会（書物や歴史等を通

じて）、キルト・クラフト会、ボランティア活動等をは

じめ東京と横浜の国際

交流会に誘われ、貴重な

経験となり、喜びでし

た。夫の関係でまた友人

達と国内外に行き、文化

や歴史にふれるよき機

会でした。 

YIA のグローバルな

活動は新鮮です！集う

多くの方々と新しい発

見と交流、出会いと繋が

りを楽しみにしています。よろしくお願い致します。 

 

三栖 秀昭（みす ひであき）さん 

こんにちは。私の名前は三栖秀昭といいます。山川町

の出身です。今から 30 年前に、アマゾン川の中流にあ

るマナオス日本人学校に勤務していました。昨年の 8

月に元同僚に連れていってもらって 27 年ぶりにマナ

オスを訪れました。街はすっかり変わっていましたが、

アマゾン

川 は 30

年前のイ

メージそ

のままで

した。ア

マゾン川

の砂浜でキャンプをして、のんびりとした時間を過ご

しました。 

 今回、理事として皆様方の仲間入りをさせていただ

くことになりました。自分にできることは、なんでもや

ってみたいと思います。よろしくお願いします。 

 

宮野 悦子（みやの えつこ）さん 

こんにちは宮野悦子と申します。北の果て北海道で

暮らした月日 30 年、終の棲家と思い大枚を叩いて洋館

を建て、自由を満喫している絶頂期に母と暮らすべく

徳島に帰ってきました。娘には「トトロのような家でア

リエッティのような暮らしだ！」と言われ、主人には

「山が近すぎて怖くなる。空を見ると自分はここで何

し て る ん だ ろ

う・・と涙が出

る」と問われ、

「それが人生っ

てものだ」と聞

き流して早 5 年

が経ちました。 

趣味は夫婦で

頑張るガーデン

造りです。黙々と庭仕事をする主人に良きアドバイス

と指示を飛ばすことが趣味です。 

あと、陶芸歴 5 年ですが未だに丸い茶碗が作れませ

ん。でも好きです。私の人生目標は「逝く時には皆に愛

される人で終わる」です。 

現在、猫を入れた家族の５割にそれほど愛されてな

いということが判明したので、なかなか険しい道のり

です。外国人の皆さんにはもっと愛されるよう日々精

進してまいります。 

YIA 定例活動 他  

◆英会話教室 ネイティブとしゃべってみましょう！ 

 

【鴨島教室】 毎週木曜日 19：00～21：00    

       場所：吉野川市文化研修センター２F 

【山川教室】 毎週火曜日 19：00～21：00 

       場所：山川公民館     

【川島教室】 毎週水曜日 19：00～21：00 

       場所：川島公民館 

お問合せ先：市役所生涯学習課 ☎0883-22-2271  

 

◆日本語教室 日本語で教えています。講師募集中！ 

 

【鴨島教室】 毎週日曜日 13：30～15：30 

       （初級および中級日本語講習） 

 場所：吉野川市文化研修センター2F 

 お問合わせ先：萩森健治 ☎0883-24-8653 

 

ご意見・情報などをお寄せください。 

広報部⾧ 瀬尾 ☎0883-24-2762  

yoshinogawa_kouhou_seo@yahoo.co.jp 
 


