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ユッカの会会報 第 28 号 平成 29年 1月 26 日発行 

ユッカの会代表：中 和子   連絡先：横浜市戸塚区上倉田町 2040-121 

寒中お見舞い申し上げます 

中 和子 

新しい年、皆様いかが

お過ごしでしょうか？ 

昨年暮れから県民セン

ターに入ると「ともに生

きる」の文字が飛び込ん

できます。 

金沢翔子さん

の力強く訴えかけ

る書「かながわ憲

章」のポスターで

す。 

「ともに生きる

社会かながわ憲章」

は県立「津久井や

まゆり園」におい

て発生した、悲しい事件、この悲しみを力

に、ともに生きる社会を実現しますと、

2016年10月、障がい者に対する偏見や差別

をなくすことを目的に策定されました。 

▽あたたかい心をもって、すべての人の 

いのちを大切にする 

▽誰もがその人らしく暮らすことのできる

地域社会を実現する 

▽障がい者の社会参加を妨げるあらゆる壁、

いかなる偏見や差別も排除する 

▽憲章実現に向け、県民総ぐるみで取り組む 

私は４つの規範の３つ目はかながわに住

む弱い立場のすべての人を対象にと捉えた

いと思いました。 

一方共生社会の実現に向けて国の施策

「我が事・丸ごと」の地域づくり、横浜市

が提案している、中学校区を単位とする 

「生活支援体制整備事業」などこれからの

福祉計画は地域住民の主体的な参加の重要

性を改めて考えさせられるものです。 

「我が事・丸ごと」には ～福祉は与え

るもの、与えられるものといったよう に、

「支え手側」と「受け手側」に分かれるの

ではなく、地域のあらゆる 住民が役割を持

ち、支え合いながら、自分らしく活躍でき

る地域コミュニティを育成し、公的な福祉

サービスと協働して助け合いながら暮らす

ことのできる「地域共生社会」を実現する

必要がある～ とあります。 

私たちユッカの会の活動は教科の補習で

あったり、日本語学習であったり、様々な

生活上の問題解決に寄り添ったり、地域社

会に飛び込むための勇気付けをしたり 

…多様です。 

た よ り 
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課題に気づき、その解決に向け、できる

ことをできる人がボランティア活動として

実践してきた私たちの活動は改めて、今地

域に求められている福祉の方向性そのもの

のように思えます。 

2017年もともに学び、楽しみながら地域

の中で「ともに生きる」活動に取り組んで

いきたいと思います。 

まだまだ厳しいお寒さが続きます。 

くれぐれもご自愛ください。 

「外国人に日本語を教える」 

ことについて 

稲積 文史郎 

2014年7月末に、 

43年間の会社員生活

を終え、すぐに、日本

語教師の資格を取得

すべく、「日本語教師

養成講座」に通う等の勉強を始めました。 

その動機は、短い海外生活でしたが、た

くさんの外国人に助けられましたので、そ

の恩返しをしたい、そして、少し小遣い稼

ぎをしたい（本音）、と思ったからです。 

そして、2015年9月末に、なんとかその資

格を取得しました。 

「ユッカの会」には、2015年5月からお世

話になっていて、「韓国」「アメリカ」「フィ

リピン」「ネパール」「中国」の方々を紹介

していただき、楽しく学習しています。 

また、約9か月間ですが、横浜の「日本語

学校」で、ベトナムの学生諸君と学習しま

した。 

以上の短い経験から、おこがましくも思

うことは、 

①教えていながら、実は、私が教えられて

いる！ 

②日本語を学習したい外国人はたくさんいる。 

③いろいろな事情で、日本語を学習しなけ

ればならない外国人もたくさんいる。 

④しかし、学習する環境は、必ずしも十分

ではない、恵まれていない、ことが多い。 

⑤又、日本語を教える側も、十分な体制と

は言えない。ユッカの会に代表されるよ

うに、その大半を、志の高いボランティ

アが支えている。そして、人手不足。 

⑥一方、行政の支援は十分なのか！？ 

ボランティア活動が長続きするような支

援を、行政は行っているのだろうか？私

には、よくわからない。 

そして、「今、考えていること」 

①教えながら「日本語」と「日本」を勉強

する。 

②ユッカの会を通して担当している学習者

には、「日本語」と「日本」を好きになっ

てもらえるよう、楽しく学習したい。 

一生懸命やる。 

③未経験の分野を経験してみたい。例えば、

小・中学校、高校に入り込んで、子供た

ちと学習したい。 

④長く生きている分、ちょっと経験豊富な

シニアとして、「日本語を教える」ことを

通して、社会貢献したい。 

新米ですが、一生懸命やりますので、 

今後ともよろしくお願いいたします。 

追記：今、ネパールの若者と学習してい

ますが、彼は日本の「歌♪」を練習してい

ます。「歌」を通して日本語を学習する、こ

ともいいものですね。 

ちなみに私、カラオケ♪大好きで～す。 
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日本に来てがんばったこと 

ハムザ・アミール（小6）  

わたしは3年前はじめ

て日本に来ました。日本に

来たとき英語がちょっと

しか分からなくて、日本語

も分かりませんでした。わ

たしはまず、英語の勉強を

すれば日本語を覚えるのは簡単になると思

いました。 

わたしはインターナショナルスクールで

英語の勉強して英語が分かるようになりま

した。英語を覚えたあと日本語の勉強をす

るために日本の学校へ行きました。日本の

学校では言葉が分からなくて、はなしもで

きなかったです。ひらがなとカタカナを覚

えたあとかんじのべんきょうをしました。

はじめて漢字を勉強したときはすごくむず

かしかった。だけど今はがんばって勉強を

しています。これからも、もっとたくさん

覚えるようにかんばります。 

わたしはいま勉強している英語と日本語

とパキスタン語はしょうらい いろんなこ

とに使えるので今勉強していることはとて

もだいじです。 

（漢字使いなど原文のまま記載しました） 

 

 

中国の春節に爆竹を鳴らす  

宮崎 美穂 

中国の春節は日

本と同じで大晦日

前、ほとんどの人は

帰省し、故郷に帰っ

て新年を迎えます。 

そのため、春節に

近くなる1か月半前から、帰省の電車は込み

始めます。帰省する人々は遅くても大晦日

の夕方には必ず家につき、大晦日の晩ご飯

を家族皆で一緒に食べます。食べる前には

必ず爆竹を鳴らします。 

大晦日の夜、全員でテレビの特別番組を

見ながら餃子をつくります。夜中12時にな

ると爆竹を鳴らします。去る年を送り、来

る年を迎える意味です。いま、若い人は爆

竹を鳴らすかわりに花火を打ち上げること

も多くなっています。 

正月一日、朝起きたら、先ずやることは

爆竹を鳴らすことで、爆竹は円柱形で長さ

は3cm~10cm程、太さは鉛筆ぐらいの細い

ものから3cm程度のものまであります。芯

に火薬が入っていて紐が外に出ています。

その紐を結んで100個から1000個程度つな

げて使います。個々の爆竹は全て赤い紙が

まかれています。つながった爆竹を竹の棒

の先にくくりつけ、一人がそれを持ちます。

丁度、つりざおをたらした形になります。

そして、他の人に爆竹の先を点火してもら

います。点火されると、爆発が始まり、1

分～5分くらい続きます。この爆発音が喜び

の象徴です。 

中国人は赤色が好きです。赤色には、め
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でたい、活気がある、災いを払うという意

味が込められています。爆竹を鳴らすのは

春節だけではなくお嫁さんをお迎えすると

き、店の開業などのめでたい時にも鳴らし

ます。 

正月に爆竹を鳴らしすぎると、空気汚染

につながると言う意見もありますが、中国

何千年続いてきた習慣を変えることは難し

いと思います。 

今年の春節は1月28日、土曜日です。 

皆様、中華街へ行き一緒に春節の喜びを分

かち合いましょう。また、そのとき獅子舞

を見ることもできます。再見！  

同窓会に参加して 

水本 みゆき 

昨年末に高校の同窓会

がありました。今までは

郷里の松本での開催だっ

たので、私は都合がつか

ず参加することができま

せんでした。3回目の今回、初めて東京での

開催となりやっと参加がかないました。関

東在住の人はもちろん、わざわざ松本から

出てきた人もいて、参加者は50名ほどにな

りました。 

会の中で、幹事さんがわざわざ母校を訪

ねて作ってくれたスライド上映があり、懐

かしい校舎を見ることができました。昭和

初期に建てられた校舎は、国の登録有形文

化財にも指定されていてとても趣がありま

す。（写真は母校ホームーページから） 

昔と変わらない部室棟の写真もあり、「授

業を抜け出して、よくここでおしゃべりし

てたね」と言っている同級生もいました。

県内では１，２を争う進学校でしたが、「自

治自律、自学自習」を掲げ、学習にしても

学校行事にしても生徒が自主的に行うとい

う校風でしたので、授業をさぼるのも自己

責任・・・という感じで先生方はほとんど

干渉しませんでした。 

学校の名物（？）である応援歌の練習の

写真もありました。1年生は入学後すぐに

「応援団管理委員会（通称 応管）が行う

校歌・応援歌の練習に参加します。6月頃ま

では昼休みに毎日行われ、声の大きさや歌

詞はもちろん、立ち方、手の叩き方まで叩

き込まれます。長ランに高下駄姿の応援団

長がにらみをきかせて立っていて、とても

怖かったのを覚えています。同窓会でも校

歌と応援歌を歌いました。応管だった同級

生がステージに上がり、昔と変わらぬ応援

団独特のコールで始まりました。 

「こぉ～～かぁ～（校歌）」「じっちを～さ

けびて～（自治を叫びて）」驚いたことに、

このコールを聞いた途端、思わず姿勢が直

立不動に、手は腰のあたりにあてて拍手の

準備態勢になった人が少なからずいました。

そして、校歌も応援歌「自治を叫びて」も

卒業後30年近くたっているのに、みんなき

ちんと歌えるのです。気持ちだけは、高校

時代に戻ったようでした。「三つ子の魂百ま
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で」と言いますが、若い時に叩き込まれた

ものは年月が経っても衰えないものなのだ

なと実感した瞬間でした。 

幹事さんは、「ぼくにとって高校3年間は、

今までの自分の人生の中で一番可能性に満

ちて、自分は何でもできると思っていた時

期、意味のないことにも夢中になれた時期、

とても大切な時間です」と会の最後を締め

くくりました。その場にいた同級生みんな

が共感できる言葉だったと思います。 

高校時代を懐かしく思い出し、また頑張

ろうと元気をもらった1日でした。 

陳 舒麗(小6) 

南吉田小学校は、校

門を入ると樹や花の澄

んだ匂いがし、誰もが

すっきり気持ちよく感

じる学校です。校舎の

あちこちには児童の活

発な姿があふれています。 

私の担任の先生の授業の始まりには必ず

私達を楽しい世界へ導いて下さいます。私は

ここで多くを学びました。体育では長縄の連

続とびが、家庭科ではじゃがいもの料理が作

れるようになりました。 

国際教室では五十音や単語の習得だけで

はなく、日本の学校のきまりや習慣を学びま

した。来日したばかりですが自分の日本語能

力がぐんぐん向上しています。今の私の頭の

中は、まっ白だった紙が、さまざまな色彩を

帯び美しい多色の紙のようになっています。

これからも努力していきます。 

 

日本語と中国語を比較して勉強する 

 －私の学習実践談 

宮崎（赵）子規 

私は日本へ来て、仕事

をしながら、日本語を勉

強し、中国語を教えてい

ます。二つの言語を比較

することは、母国の中国

語を忘れないことと 日本語を勉強するこ

と、両方に役に立っています。ここで、長

年私が体験した四つのことを比較して述べ

てみます。 

（1）文字の構成。中国の文字は、大昔の象

形文字からだんだん進化し続けて、現在の

「普通話」の漢字を標準としています。外

来語も漢字にします。日本語では 漢字を

始め和字（国字）、ひらがな、カタカナ、ロー

マ字、数字など多種多様な文字を使ってい

ます。 

（2）漢字の読み方。中国語は一つの漢字は

基本的に一つの 讀音（読み方）で、日本

語の漢字は、音読み・訓読み二つがあり、

人名・地名の読み方は、人・場所により、

もっと複雑です。 

（3）漢字の表音法。中国の漢字は26個の

アルファベットを借りて組み合わせて、47

個の声母と韵母（韻母：いんぼ）の拼音（ピ

ンイン）と大切な四声をつけて表します。

日本語の表音文字は、促音・濁音などを含

めて、104個あり、同じ意味を表すと、日

本語の方が長くなります 

（4）文法と単語の面。中国語は長い歴史の

中で、人々の言葉から、自然に成り立って、

単語・慣用句・成語・諺が多くて、使い分

けと語順が大切です。日本語は 物づくり
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のような精錬加工した助詞・動詞の変格・

活用、用語には書き用と話し用、男性用と

女性用、普通形と丁寧形と敬語など、細か

く分かれています。場合と相手によって、

適切な言葉を選別してつかいます。 

それでは主な例を挙げてみましょう。 

一つ目  

同じ漢字 単語でも読み方が違います。 

例えば 単語の「桜花」は、中国語の発

音は「ying hua」，日本語では「さくら」と

か「おうか」とか読みます。単字の「幸」

は、中国語の発音は「Xing」、日本語で「幸

(こう) さいわい さち しあわせ」と読

みます。中国語で地名・人名を読むとき、

普通の読み方と変わりませんが、日本語で

日本の人名・地名を言うとき、とても複雑

で、日本人でも分からない時があります。 

二つ目  

同じ意味を示すとき、文字の数が違います。 

例えば中国の漢字では、「现在，中国英特

网民人数达到了九亿五千三百八十多万，・・・」

と言う、一つの漢字が一つの発音、両方と

も23個です。日本語に訳しますと、「今 中

国で インターネットをする人は、9億

5380万以上に達しました」。発音数は32個

で、多文字 多音がわかりました。 

三つ目  

中国語は語順だけで意味を変えることがで

きます。日本語は一つの助詞のみでも意味

を変えることができます。 

例えば「我责备了他＝私

は彼を𠮟りました。」と「他

责备我＝彼は私を叱りま

す」と「我被他骂＝私は彼

に叱られます」。単語の位置と助詞の大切さ

がよくわかります。 

四つ目  

中国語にはありませんが、日本語には時制

変化と語尾変化などの活用法がよく使われ

ます。 

例えば時制変化  

～です ～ます（如今 现在）、 

～でした ～ました（过去 从前） 、 

～でしょう ～ましょう（以后 将来）。 

例文「小王以前在农村小学毕业，现在 在

城里上重点高中，以后 准能考上有名的大学」

「王さんは以前農村で小学校を卒業した、

今都市で重点高校に入っています，この後

は名門大学に入れるでしょう」。 

語尾変化：可能形（能 会 行） 歌えます＝

会唱。受身形（被 让 叫） 言われた＝被说

了。使役形（使 让 叫）子供に掃除させま

す＝让孩子扫地。語尾変化で意味が変わり

ます。 

五つ目  

書くときと話すときの長さが違います。 

例えば中国語で「吃饭了」3字3音、 

日本語で「ご飯(はん)を食べましょう」 

10字7音です。 

特に敬語を使うと、中国語では短くなり

ますが、日本語では逆に長くなります。例

えば「请进！」2字2音、日本語では、 

「お入りください」8字8音です。 

このような長さの違いから、お互いに訳

す時、話す時間と書く文字数の予測が必要

でしょう。映画、ドラマの字幕、俳優さん

の口の形、発音からよくわかります。です

から、声優さんが吹き替える時、声と口の
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形と文字の長さを合わせることは、大変で

しょう。 

中国語の諺に「不比不知道 一比吓一跳」

があり，「比べなければわからない。比べた

結果は違うところが分かっておどろきます」

という意味です。この違いはこの二つの言

語の特長と思います。また「学如逆水行舟 

不进则退」も学習の座右の銘です。「学ぶと

いうのは、逆流に向かって船をこぐような

もの。努力しなければ、後退しますよ。」で

すから、わたしはこれからも二つの言語を

比較し続けて、豊かな母国文化を守り伝え

る一方で、日本語の良さも深く模索しよう

と思っています。 

最近の日本語 

おかしくないですか？ 

中村 明子 

最近年のせいか、こらえ性

が無くなり、今さらこんなこ

とを言い出すのも老人の愚痴の一つかもし

れない。もうずいぶん以前から「ら抜き言

葉」だの、否定に使う言葉を肯定を強調す

るのに使うなど気になることが多くなって

いる。日本語の中に“外来語“”和製外来

語”が入り込んできているが、それらに対

しても初めは違和感を覚えたものだがいつ

の間にか耳に馴れ使い慣れて日常普通に

使っている言葉も多い。 

ただ私が最近気に食わないのはやたらに

省略した言葉のことだ。例を挙げよう。 

「×活」。初めに目にしたのは「就活」だっ

た。これはすぐ「就職活動」の略だと分かっ

たが、その中「婚活」なる言葉が登場した。

「結婚活動」の略らしいがそもそも結婚活

動とはなんぞや？中国語に「介紹人」とい

う言葉があり文字通り結婚相手を紹介する

人のことで、私のような年齢だと日本の仲

人さんを思い浮かべる。そういう人や友人、

知り合いに結婚相手を紹介してもらう事か

とも思うが、どうもそうでもないようだ。

次に登場したのが「終活」である。初めは

何のことか分からなかったが「終」は人生

の終わり、つまりあの世に旅立つ準備をし

ておけと言う事らしいが、そう言う事を活

動と表現するものだろうか。私の感覚の中

では「活動」と言うのは前向きで希望のあ

ることにしか思えない、しかし作今新聞、

雑誌等でではしばしばお目にかかる言葉だ。 

もうひとつ例を挙げよう。「・・ハラ」は

じめに現れたのはたしか「セクハラ」だっ

たと思う。職場などで性別によって差別を

したり嫌がらせをすることを指していた。

そのうちに「パワハラ」も出た。これはど

うも上司によるいじめ？らしい。「マタハラ」

を目にしたときはびっくり仰天。どうやら

妊婦に対するいやがらせらしいが何と品の

無い言い方だろうか。何でも語尾にハラス

メントの省略らしい「ハラ」をつける人の

感覚を疑うが今やこれも罷り通っている。 

今年の流行語№１に［神ってる］が選ば

れたが野球に詳しくない私は初めて聞く言

葉だった。でもこれなどは流行語なのだか

ら目くじら立てる対象ではないし、思い出

せば以前「貞はってる」がはやったことも

あった。 

外来語的なものに対しては自分の無知を

さらけ出すことになるが、今でも思い出し

て苦笑することがある。中国人の青年に日
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本語を教えていた時に「ファックスして」

と言うと彼は絶句して顔を赤らめもじもじ

するだけだった。私はてっきり彼がファッ

クスの使い方を知らないのだと思ったので

「いいわ、じゃ手紙で送って」と言い直し

た。そこでやっと彼は私の言った意味を理

解したが「分かりました、でも先生今の言

葉は外国人には使わない方がいいです」

言った。今度は私が目をパチクリ。だいぶ

後になって彼の誤解の真相を知って遅まき

ながら一人で顔をあからめたのだった。 

スマホがスマートホーンの略であること

は知っているが、スマホデビューが携帯から

スマホに切り替えたのだと言うことだと友

人のメールで知った。ついでに私が使ってい

る携帯電話は何故かガラ携と言うらしい。ブ

ログとツイッター、ラインは同じものかと孫

に聞いたら「お祖母ちゃんもやりたいのなら

教えてあげようか」と返事が返って来た。日

本語が変だなどとぼやいているうちに世の

中どんどん便利になっていき、これから生き

延びるにはIT関連の言葉にも馴染めないと

置てけぼりを食ってしまうのだろうか。余計

なことだが小池知事も気取って「都民ファー

スト」などと言わずに「都民第一」と言う立

派な日本語をなぜ使わないのかな。トランプ

さんはアメリカ人だから「アメリカファース

ト」でいいのです。とにかくこの頃は横文字

が多すぎて伝えるべき役所の広報も面倒で

目を通さずに済ますことが多くなった。高齢

化社会では使い慣れた日本語を分かりやす

く表現するのが親切というものではないか。

マスコミもお偉いさんももっと日本語の使

い方を勉強すべし。 

ここまで書いてみて、つくづく自分が揚

げ足取りのうるさ婆さんになっていること

に気づきました。こういうのを「クレーマー」

というのでしょうね。あらら！言ってる舌

の根も乾かぬうちに私自身もこんな言葉が

飛び出すとはすっかり今の時代の風潮に染

まっているようだ。 

お刺身への挑戦 

郭 天穎 

「おいしいから食べて

ごらん」 

私が日本に来て間も

ない頃、先に日本で生

活していた姉達と一緒に高級料理店に連

れて行ってもらったのが事の始まりだっ

た。目の前に広がる鮮やかであまりにも多

すぎる種類のお刺身を初めて見て、中国で

生まれ育ち日本のお刺身といったらサー

モンくらいしか知らなかった私は正直「怖

い」とさえ思った。姉に勧められたものの、

楽しそうに食べているお客さんの顔を見

て、今度はその姿を「野蛮」とさえ感じて

しまった私は結局最後まで一切れも口に

することができなかった。そんな私に

「やっぱりだめだったかなぁ」と姉が首を

横に振り笑った。 

中国では生のお魚などをそのまま食べる

人はあまり多くない。魚は煮て食べる習慣

があるからだ。もちろん、全然お刺身を食

べないわけではないけれど、私と同じ程度

でサーモンくらいしか食べられない。しか

し負けず嫌いな私は姉のあの一言にも触発

され、日本に来た以上は必ずお刺身を食べ

られるようになろうと決め、挑戦すること

にした。しかし「言うは易く行うは難し」 
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その後、また挑戦する機会に恵まれ何回

も勇気を出して一切れ口に運ぼうと思った

ものの、一度も成功することがなかった。

なぜなら「サーモンくらいしか食べたこと

がない」という経験の無さだけでなく、以

前見た活け造りの魚がピクピク動く様子を

思い出してしまい、魚が「かわいそう」と

いう気持ちが出てきてしまうからであった。 

そのことが強く心に焼き付いてしまった

私だが、ある日何気なく見ていたグルメ番

組である話が気になった。 

「魚を食べる時はその命に感謝してください」 

それはいったいどういう意味なのだろう。

初めて聞いたその考え方が理解できなかっ

た私は自分なりにいろいろ考えつつネット

で調べ始めた。すると「いただきます」と

いう日本特有の文化があることが分かった。

日本人は食事の時にただ漠然と食べるので

はなく「命をいただく」ことに感謝してか

ら食べ始めるという昔からの文化を堅持し

ていたのである。それを理解し始めた私は

だんだん心の底から食べ物に敬意の気持ち

が湧いてきた。中国でも食べ物に対して感

謝を表すことはなくはない。しかし、それ

は一般的に「お米」を作ってくれた人に対

するものであり、人間の命をつなぐ「生き

物」に対しての感謝はあまり見られない。

私はみながそのように「生き物」に対して

の感謝の気持ちを持つことができれば、豊

かで幸せな食事の時間を過ごせることがで

きるのではないかと考えた。以前の私はた

だ単純にピクピク動く魚を見て「かわいそ

う」としか思えなかったが、その時から感

謝の気持ちを持って「食べさせて頂く」こ

との方が重要であると感じ始めた。お刺身

を食べることが「野蛮」だと思う気持ちが

薄らぎ、自然の摂理の中で私達人間が「生

かされている」と改めて思うことができた。 

またこんなこともあった。近所の山下公園

で釣りをしていたおじさんと話した時のこ

とだ。釣った魚を見て「釣った魚はどうやっ

て食べるのですか」とちょっと聞いてみた。

するとおじさんは「フライや天ぷらもおいし

いよ。でも刺身でもいけるよ」と答えてくれ

た。刺身、という言葉を聞き私は思わず「刺

身が苦手で困っています」と日本へ来てから

の苦い経験を話した。おじさんは「誰にでも

苦手なことはあるよ」と励ましてくれ、少し

ずつでもいいから諦めないで挑戦した方が

いいこと、また釣りでも調子のよい時や悪い

時があり、天気や気温、潮の流れなど様々な

状況で結果が変るということ。またそのよう

な中で様々な工夫をすることが大事だと教

えてくれた。この時の会話は私にとってとて

も意味のあるものだったし、問題に対して諦

めない、粘り強く立ち向かうことが新たな気

づきとともに私の心に深く染みた。私は苦手

なお刺身に対してどのような工夫をすれば

よいか、ヒントをもらったようだった。苦手

なお刺身を思い切って感謝の気持ちを強く

持ち口に入れてみるしかない。それは人から

見れば小さなことかもしれないが、私にとっ

ては大きな勇気と工夫である。だんだん心が

決まっていき具体的に挑戦する日を決め、、

姉に頼んで以前のお店にまた連れて行って

もらうことにした。 

いよいよその日を迎えた。私は全ての食

べ物に感謝する心を持ち続け、できるまで

何度も挑戦する決意でお店に向かった。あ

の日のメニューの活け造りの魚と再び対面

した。私に大きな衝撃を与えた「かわいそ
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う」という気持ちではなく、「ありがとう、

いただきます」という気持ちで。「ありがと

う、いただきます」そう自分に言い聞かせ

ていると、自然に箸が伸び一気に口に運ぶ

ことができた。口の中に広がったのは今ま

での人生の中で経験したことのない何とも

言えない奇妙な味だった。しかしすぐにそ

れは「おいしい」という感覚に変わった。

その時の嬉しさとおいしさといったら言葉

にならないくらいだった。 

お刺身を克服する小さな一歩は、何気な

く見たテレビや話をしたおじさんから偶然

もらうことができた。しかし克服したいと

いう意識がなければこの何気ないものは何

気ないもののままで終わっていたし、自分

にとって大きな結果を生むことはできな

かっただろう。 

お刺身を食べることの挑戦は単に「食べ

られるようになること」だけではなく、結

果「日中の食文化の違い」の深さを理解す

ることへの橋渡しとなった。 

歌ってみませんか 

飯田 靖子 

数年前のこと神奈川県

社会福祉事業団に「何か私

にできるなら」という愛唱

歌があるのを開催してい

たオカリナフェスティバルで知った。同じ

時会場で何度かこの歌を歌ったことのある

中高の級友が、改めて感動した旨を作詞、

作曲者であるＨ先生に伝えたところ、この

歌のできた切っ掛けや経緯を教えて下さっ

た。先生は私がオカリナの手解きを受け、

現在も指導を受けている講師である。 

当時の長洲神奈川県知事に、青少年セン

ターの館長であった先生が依頼されてでき

たもので、それに因ると当時全身関節炎で

完治不能といわれ、寝たきり状態であった

Ｓさんが、ある時何か私にでも出来る事は

ないかと相談員に話したところ点字訳を

やってみたらと言われた。その頃左手の親

指が少し動くだけだったが、点筆を括り付

け一字一字打っていった。それからは徐々

に他の指も動くようになり、やがては普通

に字が打てるようになり、遂には百冊を超

える立派な点字本ができ、視力を失った人

達に光を与えたとのことだ。 

何か私にできるなら 

なにかわたしにできるなら  

１ あなたのはなしをききましょう 

２ あなたのしあわせさがしましょう  

３ あなたのちからとなりましょう 

ちいさなちいさな 

１ はなしでも 

２ ひかりでも 

３ ささえでも 

ふれあうこころで ともしびを 

ともしつづける どこまでも 

ともしつづけるどこまでも 

以上が歌詞であるが、今になって思うと

私自身歌の題名のような気持ちでユッカの

会やしゃべり場のボランティア活動に関

わってきた様な気がする。 

故長洲知事の奥様は元ユッカの会代表で

あられた沼波万里子さんの女学校時代の親

友であったと且つて伺ったことがある。沼

波さんがご存命中にこの歌のことを聞いて

おきたかったと悔やまれる。 

メロディはとても歌いやすく機会が有っ

たら歌ってみませんか。 
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＜これからの交流活動＞ 

１．成人を祝う会 2月5日（日）12:30～ 県民センター 711号室 

担当：日向（045-571-6266） 

２．市民活動フェア2017 3月11日（土）、12日（日）県民センター 

スピーチ会 3月12日（日） 13：00～ 1501号室 

担当：波多野（045-572-8237）、水本（090-6136-2457） 

 ＊参加者募集。同封のチラシをご覧ください。 

３．ボランティア交流会 3月26日(日)13:00～  

フォーラム2階 セミナールーム2（JR戸塚駅から徒歩5分） 

４．理科実験教室 3月28日（日）10:30～ 県民センター304号室 

申し込み・問い合わせ 岩松（045-922-4987）、水本（090-6136-2457） 

５．卒業を祝う会 3月28日（日）12:30～ 県民センター304号室 

担当 岩松（045-922-4987）、水本（090-6136-2457） 

 

詳細は、随時ご連絡します。ホームページもご覧ください。 

 ユッカの会ホームページ：http://yukkanokai2014.web.fc2.com/ 

＜これからの教室活動＞ 

１.補習教室（横浜・戸塚・本郷台） 

問い合わせ：岩松文江（045-922-4987）、水本みゆき（090-6136-2457） 

・集中教室（春の教室）3月26日(日)10:00～  

フォーラム2階 セミナールーム2、3（JR戸塚駅から徒歩5分） 

２．日本語教室（横浜・戸塚・本郷台） 

問い合わせ：木野美穂（090-5766-7853） 

３．パソコン教室（横浜） 

問い合わせ：中和子（080-5520-9441） 

 


