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　平岩弓枝の『新・御宿かわせみ』の第一話「築地居
留地の事件」は次のようにはじまる。
　「永代橋に程近い大川端町にある小さな旅籠『かわ
せみ』の表にある昔ながらの掛け行燈の前に立って手
前の町屋越しに鉄砲洲の方角を眺めると、なんとも異
様な風景が広がっていた。」
　かつては、この一帯は、松平遠江守の御上屋敷や、
小倉の殿様の御中屋敷、さらには中津藩のそれなど、
大名たちの広大な抱え屋敷を見渡すことができた。
　ところが、それらは少しずつ取り壊されて更地がで
き、いまでは珍妙な建物、すなわち、外国人の住む屋
敷が建ちならんでいる。
　そう、『御宿かわせみ』は、ここから明治篇に突入
したのである。るいが留守を守る中、神林東吾は、幕
末の動乱の渦中にあって、乗っていた船が行方不明と
なり、生死不明。さらに畝源三郎は、上野戦争の渦中
で横死。さらには、賊に入られた麻生家では、たまさ
か外出していた長女の花世を除いて一家は刺殺されて
いる。その花世もいまでは哀しみを乗り越えて「かわ
せみ」に下宿しながら、築地居留地のＡ六番女学校に
通っている。
　作者の筆致に変わりはないけれど、皆、それぞれ、
維新の動乱で傷を背負い、懸命に新しい時代を生きて
いるのである。
　思えば『御宿かわせみ』の第一話「師走の客」が

「小説サンデー毎日」に掲載されたのは、昭和四十八
年の二月号、途中、掲載誌の廃刊により、発表舞台を

「オール読物」へと変え、通算三十二巻目の『浮かれ
黄蝶』で江戸篇が完結した。江戸篇の一話から数えて、
三十四年目で新たな展開を迎えたことになったという
ことになる。
　三十四年とは随分長い幕末ではないか、などと茶化
してはいけない。これは、いかに『御宿かわせみ』の
人気が素晴らしいものであったか、という証しであり、
作者の意向いかんにかかわらず、読者が書くことをや
めさせてくれなかったのだともいえる。従って人気シ
リーズは必然的に作家にとってのライフワーク足らざ
るを得なくなってしまう。このことは、前回、執筆し
た池波正太郎の『鬼平犯科帳』や、笹沢左保の『木枯
し紋次郎』、ふるいところでは、野村胡堂の『銭形平
次捕物控』などもまた然り。
　そして『御宿かわせみ』は捕物帳が、従来のパター
ンを楽しむ読物から新たな小説作品として変貌を遂げ
つつある時期に登場、見事な小説作法によってロング
ランとなったのである。
　ではその変貌とは何か——。『鬼平』については前
回も記したが、長谷川平蔵をはじめ、配下の与力や密
偵、盗賊たちのリアルな描き方が決定的であったし、
今日では鬼平に理想の上司の像を見る、といった読み
方まである。
　そこで、昭和三十年代後半から四十年代前半にかけ
ての捕物帳の主要な作品を見ていくと、まず第一に挙
げられるのは松本清張の二冊、『彩色江戸切絵図』と『紅
刷り江戸噂』である。これは、杉良太郎が時代劇スター

としてブレイクしたＮＨＫのＴＶ
ドラマ「文吾捕物絵図」の原作と
なったもの。松本清張が自身の社
会派推理小説で重視した日常性や
動機のあり方、さらには現在、何
らかの地位に登りつめている人間
が自分の過去を抹殺するために犯
罪に手を染める、というパターン
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が斬新だった。
　そしていまひとつ、多岐川泰の『ゆっくり雨太郎捕
物控』がある。オーソドックスな捕物帳の主人公は、
概ね、品行方正な人物と相場が決まっていた。ところ
が、同心の若月雨太郎は、病弱と称して休職中、湯島
天神下の仮住居で、愛人のるりと甘い逢瀬を楽しむと
いう結構な暮らし。人一倍腰の重いことから“ゆっく
り”の異名をとっているが、難事件発生の折にはよう
やく御輿をあげることになる。
　こちらも前述の清張作品同様、事件の背後にある人
間関係や、犯罪発覚の経緯などに重点が置かれている。
しかしながら、多くの読者を獲得した最大の理由は、
同心の身でありながら自由な暮らし、気分次第で事件
を追って、あとは惚れた女の膝枕という雨太郎の姿で
あろう。そこには、管理社会に反撥する現代人のささ
やかな夢が託されていたのかもしれない。
　さらに、それからすぐである。“脱サラ”というこ
とばがしきりにささやかれるようになったのは——。
　では、こうした作品群に対して平岩弓枝はどのよう
な小説作法によって『御宿かわせみ』という超ロング
セラーを産みだしたのか。
　ここが面白いのだが、作者が打った手は王道中の王
道、すなわち、与力の家に生まれた神林東吾と、もと
は同心の娘だったが、父が死んだ後、宿屋をはじめた
るいとのロマンスに四季折々の江戸情緒と犯罪を絡め
て作品を構成し、これをかわせみを舞台としたグラン
ドホテル形式で描いていく、というもの。
　凡手の手にかかれば、面白くも何ともないロミオと
ジュリエットとグランドホテルという物語設定だ。し
かしながらこれを書いているのは稀代のストーリーテ
ラー、平岩弓枝である。第一話「師走の客」からして、
東吾を慕うるいのかもし出す、江戸情緒綿綿たる色気
は、読んでいてうっとりするほど。さらに、いま私は『御
宿かわせみ』を捕物帳として扱っているが、中には無
理に捕物帳とせずに、優れた世話物として幕を閉じる
作品もあり、回を重ねるにつれて読者は、るいや東吾

の虜になっていく。
　さらに、こうして人気の出た作中人物は作者の手を
はなれ、読者とともにひとり歩きをはじめることが、
ままある。
　御両人は第十五巻『恋文心中』収録の「祝言」でよ
うやく忍ぶ恋にピリオドを打つが、この回を書いた時
には、何人もの読者から平岩家に祝電が届けられたと
いう。これがまた『かわせみ』らしくて何ともほほえ
ましいではないか。読者にとって彼らは、自分たちの
親しい隣人として心の中に棲みついてしまったのであ
る。
　そしてこれは作者もいっていることだが、脇を固め
る面々がいい。作者も、東吾の兄の通之進夫婦、同心
の畝源三郎、さらには、「かわせみ」の使用人お吉と
嘉助について
　「——これがみんなだんだん個性的になってきて、
歳月がたつとともに、結婚したりして、増えてきた
んですね。「かわせみ」はこのファミリーのおかげで
もってるんですよ。／それと自分でいうのもおかしい
んですが、麻生宗太郎を入れてきたのはよかったです
ね。医者がひとりいるのは便利でしたよ（笑）。それ
に、私はあの人の人柄、好きですね。いちばん好きか
もしれない。もうひとり、長寿庵の長助さんも好きな
の。／いちばん、私に似ているのは、お吉（笑）。お
吉が出てくると、生き生きしちゃって、もういやになっ
ちゃうの。娘に、『お吉って、お母さんそっくりだね』
と言われるまで気がつかなかったんですけれど（笑）。」
　と、インタビュー「私の作家修行時代」で答えてい
る。つまりは読者ばかりでなく、作者にとっても彼ら
は親しい隣人なのである。
　凡者の作家はこうなってくると、すべての登場人物
を幸福にさせようと思ってしまう。
　しかしながら平岩弓枝は、敢えて彼らに苦難な道を
歩かせ、明治篇では、彼らの息子や娘の世代が軸となっ
ている。『新・御宿かわせみ』もますます目がはなせ
なくなってきた。

御宿かわせみ　関係略図

右に豊海橋、左に永代橋を見たところ。当時は、地図の様にちょうど撮影の地
点のあたりに永代橋がかけられていた。
かわせみのあった大川端からは、豊海橋を渡らないと永代橋を渡れなかった。
永代橋が現在の場所に移されたのは明治 30 年（1897）わが国の道路橋として
は初めての鉄橋に生まれかわった。
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当 日 の イ ベ ン ト

①まち歩き晴海通り銀ブラコース（要予約）
②まち歩き築地・明石町コース（要予約）
③まち歩き江戸一番の賑わい日本橋通りコース
　（要予約）
④まち歩き江戸湊と佃島コース（要予約）
⑤美術館鑑賞会ブリヂストン美術館（一部要予約）
⑥美術館鑑賞会三井記念美術館（一部要予約）
⑦アフタヌーン・ギャラリーズ by 画廊の夜会
　（一部要予約）⑦付近
⑧銀座あおぞら DE アート
⑨銀座将棋まつり
⑩銀座シャンソンうた祭（要予約）
⑪銀座アンティークまつり（一部要予約）
⑫銀座スペース・デザイン・コンペティション
　受賞作品展示⑫付近
⑬中央区民文化祭作品展（築地社会教育会館）
⑭バリアレス・ハートギャラリー
⑮つきじ TASS ぎゃらりーペーパークラフト展
⑯郷土天文館特別展「匠の生きたまち」
⑰日本橋美人博覧会⑰付近等
⑱日本銀行「にちぎん体験 2009 〜歴史散歩〜」
　（一部要予約）
⑲復活！木更津河岸
⑳薬研堀講談の会
㉑人力車体験
㉒晴海インフィオラータ 2009　inTriton
㉓ TANロビーコンサート
　〜まるごと “マリンバ ” コンサート〜
㉔中央区味わい広場
㉕中央区観光協会 50 周年記念事業フィナーレ
㉖「大きな絵の展覧会ですなぁ」どすえ。
㉗城米彦造展〜昭和の中央区の街並みを偲ぶ〜
㉘㉙ヘブンアーティスト　in まるごと

名所・旧跡、画廊・美術館、水辺など、豊かな文化環境に恵まれている中央区。昨年に引き続き11月１日（日）は、
中央区がまるごとミュージアムになりました。当日は多くの参加者が、文化イベントや文化施設等を紹介するマップ付
きのパンフレットを手に、無料で運行するバスや船（下表参照）に乗って区内を自由に回遊しながら、中央区の魅力を
楽しんでおられました。主なイベント参加人数　延べ64,000人。バス乗車人数3,756人。船乗船人数3,669人でした。
4,372件の参加者アンケートでは、「とてもよかった」50％、「よかった」41％と好評でした。

バス・船発信!!　文化いっぱい！　楽しさめいっぱい！

11月 1日 ( 日 )　中央区まるごとミュージアム2009開催

回　遊　手　段
バスの運行（中型バス）
A　区内巡回ルート　バス停 13箇所
B　急行ルート　バス停５箇所
船の運航
C　明石町〜晴海ルート
　　３隻　所要時間片道約 30分
D　箱崎〜晴海ルート
　　３隻　所要時間片道約 40分
E　日本橋周遊ルート
	 常盤橋防災船着場発で日本橋の下を
	 くぐって戻る周遊ルート
　　２隻　所要時間約 15分



　平日午後６時からという遅い時
間からの開催でしたが、昨年大成
功を収めた「まるごとミュージア
ム」への期待は高く、当日は多く
の区民の方にご来場いただきまし
た。
  シンポジウムは、「銀座シャンソ
ンうた祭」を開催するシャンソン
歌手、リリ・レイさんのミニコン
サート〜シャンソン  パリの香り
〜からスタート。フランスのジャー
ナリストからも高い評価を得てい
るリリさんの美しく、妖艶な歌声
に観客の皆さんはうっとり！  ま
るでパリにいるような素敵な時間
が流れました。

「まるごとミュージアム」のプレイベントとして、１０月１４日（水）、日本橋公会堂ホール・日本橋劇場にて、シンポジウ
ムが開催されました。「まるごとミュージアム」を一般の皆様に一足先に体験してもらおうと、「中央区文化振興プロデュー
スチーム（陣内秀信座長）」が企画し、協会と中央区の主催で実施しました。
参加団体によるリレートークのほか、中央区出身の演出家・テリー伊藤さんを招いての対談、リリ・レイさんのシャンソン・
ミニコンサートも開催。当日はあいにくの雨でしたが、会場は大変盛り上がりました。
シンポジウム終了後、リレートーク参加団体やボランティア、文化振興プロデュースチーム、協会、中央区の交流会を実施
し、文化事業者・団体の連携強化やネットワーク化も図られました。
　

中央区まるごとミュージアム 2009 シンポジウム

バス・船発信!!　文化いっぱい！　楽しさめいっぱい！

リリ・レイさんのミニコンサート

基調対談　テリー伊藤氏

参加事業者リレートーク リレートーク　人力車体験

リレートーク　日本橋美人博覧会 シンポジウム閉会挨拶　中央区文化振興
プロデュースチーム座長　陣内秀信氏

まるごとミュージアム、続けてほ
しいですね 　　— テリー伊藤氏

  中央区長・矢田美英氏による開
会の挨拶、中央区区民部長・小池
正男氏による講演の後、特別ゲス
ト・テリー伊藤さんが登場。テレ
ビやラジオで大活躍のテリーさん
が笑顔で舞台に現れると、会場か
ら大きな拍手が！  中央区築地出
身のテリーさん。魚河岸に勤める
父親との思い出や、子供の頃の銀
座や人形町でのエピソードを、独
特のペーソスを込めた軽妙な語り
口で展開。最後は「まるごとミュー
ジアムは中央区を知ってもらうた

めのよい機会。ぜひ続けて欲しい」
と締められ、イベントへの期待を
熱く語ってくれました。

リレートーク　スタート
それぞれが、熱い思いを語る

  午後７時過ぎからはいよいよ、
「まるごとミュージアム 2009」に
参加する 16 団体によるリレートー
クがスタート。持ち時間ぎりぎり
まで、各事業者がスライドを用い
ながらそれぞれのイベントの内容
や魅力、イベントに賭ける思いを
プレゼンテーションしました。
  閉会後、受付でパンフレットを
熱心に手に取ったり、イベントの
予約に殺到するなど、ますます皆
さんの「まるごとミュージアム
2009」への期待が盛り上がった夜
でした。



平成20年度事業報告
平成21年6月17日に開催された理事会
において、平成20年度の事業報告並びに
収支決算が審議され、承認されましたので
その概要を報告します。

	Ⅰ	 文化振興事業
（1）機関誌の発行
「中央区文化・国際交流振興協会だより」
を発行。
発行部数	 5,000部 A4版
発行回数	 年 2回（7月、12月）
（2）ホームページの運営
ホームページを適宜更新して、事業紹介や
イベント等の情報を提供している。
URL:http://www.chuo− ci.jp/
（3）コンサートの開催
日　　時	 10 月 23日（木）
	 午後6時40分開演
会　　場	 日本橋公会堂ホール「日本橋劇

場」
内　　容	 白石啓太 &ラテンカルナバル

のコンサート
出　演　者	 白石啓太、甲斐靖士、仁科愛、

ロベルト小山、佐野浩美、大野
淳一、八木秀樹、秋満義孝

入　場　者	 265名
参　加　費	 1,500円
（4）文化講座の開催
日　　時	 9 月 4（木）〜25日（木）
	 午後6時〜　全4回
会　　場	 日本橋公会堂第3・第4洋室
内　　容	 「捕物帳の世界」
①	岡本綺堂と半七捕物帳
②	池波正太郎と鬼平犯科帳
③	捕物帳名作講談
④	平岩弓枝と御宿かわせみ
講　　師	 ①作家・元歴史読本編集長高橋

千劔破、②、④文芸評論家縄田
一男、③講談師・エッセイスト
神田松鯉

参　加　者	 延 416名
（5）特別文化講演会の開催
展覧会に関連し、NHKとの共催により開
催しました。
①	「北京故宮　書の名宝展」関連
日　　時	 7 月 12日（土）午後2時〜
会　　場	 築地社会教育会館　視聴覚室
演　　題	 「書」の中国思想
講　　師	 澤田雅弘（大東文化大学教授）
参　加　者	 97 名
②	「源氏物語の1000年—あこがれの王
朝ロマン展」関連

日　　時	 10 月 3日（金）
	 午後6時30分〜
会　　場	 月島社会教育会館　ホール
演　　題	 愛されて千年と源氏物語本文の

謎
講　　師	 藤本孝一（龍谷大学客員教授）
参　加　者	 190名
③	「平泉〜みちのくの浄土〜展」関連
日　　時	 平成 21年 2月14日（土）
	 午後2時〜
会　　場	 日本橋公会堂第3・第4洋室
演　　題	 平泉—みちのくの浄土をめぐっ

て
講　　師	 石井幸彦（世田谷美術館主任学

芸員）
参　加　者	 121名
（6）古典芸能鑑賞会
日　　時	 6 月 21日（土）
	 午後6時開演
会　　場	 日本橋公会堂ホール「日本橋劇

場」
内　　容	 清元、落語、講談、舞踊・常磐

津、講話、箏曲、舞踊・長唄
入　場　者	 343名
参　加　費	 2,000円
（7）文化振興事業助成
区民が主体となって行う文化振興事業の後
援及びその事業の実施に要する経費の一部
を助成しました。
件　　数	 後援21件（うち助成16件）
（8）中央区まるごとミュージアムの開催
本年を中央区の「文化飛躍元年」と位置づ
け、中央区との共催で文化・芸術の秋の1
日に、区民等がパンフレット等を手にバス
や船で回遊しながら、中央区のさまざまな
文化的な魅力を楽しみ享受できる文化イベ
ントを新たに実施しました。
日　　時	 11 月 2日（日）
場　　所	 中央区全域

実施結果
①	バス乗車人数（区内巡回、日本橋〜晴
海の2ルート）合計2,329名

②	乗船人数（日本橋〜箱崎、箱崎〜晴海、
明石町〜晴海の3ルート）合計3,001
名

③	スタンプラリー共通買物券応募数
3,687名

④	主なイベントの参加人数延べ67,000
名

（9）文化振興プロデュースチームの設置
中央区文化振興プランの提言に基づき、区
民（企業、NPO等を含む）の自主的な文
化活動の推進・拡大を図るため、文化の専
門家等からなるプロデュースチームを設置
した。今後も中央区の文化の創造や発信に
つながる文化事業の企画・立案、文化ボラ
ンティアの育成等について検討を進める。

	Ⅱ	 国際交流振興事業
（1）国際交流のつどい
日　　時	 11 月 15日（土）
	 正午〜午後4時
会　　場	 月島区民センター（1階会議室・

4階月島社会教育会館全室）
内　　容
①	伝統文化体験コーナー
着付け、茶道、生け花、墨絵、折り紙、太鼓、
風呂敷、日本の遊び・外国の遊び、国際交
流サロン、情報提供、懇談（紅茶・料理）
②	みんなで楽しく踊ろう
盆踊り
③	防災コーナー
④	姉妹都市オーストラリア・サザランド市
紹介コーナー

参　加　者	 356 名（ 外 国 人 92 名、 日
本人 130 名、ボランティア
120名ほか）

（2）姉妹都市親善写真展
中央区とサザランド市が相互の写真を交換
し、21年 2月に区役所1階ロビー、日
本橋特別出張所ロビー、月島特別出張所コ
ミュニティフロアで順次開催しました。
（3）日本語指導・交流会
区内在住・在勤の外国人を対象として、協
会ボランティアによる日本語の指導と学習
者との親睦を図るための交流会を開催しま
した。また、託児を必要とする学習者に対
して保育士を委託し充実を図りました。
①	水曜日教室
日　　時	 毎月第一・第二・第三水曜日
	 午後6時30分〜8時
会　　場	 女性センター「ブーケ21」
登録者数	 外国人 74 名、ボランティア

30名
参加者数	 外国人延 808名、ボランティ

ア延680名
②	木曜日教室
日　　時	 毎月第一・第二・第三木曜日
	 午前10時〜11時 45分
会　　場	 協会講習室
登録者数	 外国人 39 名、ボランティア

16名
参加者数	 外国人延 378名、ボランティ

ア延374名
③	土曜日教室
日　　時	 毎月第二・第三・第四土曜日午

前10時〜12時
会　　場	 協会講習室
登録者数	 外国人 65 名、ボランティア

29名
参加者数	 外国人延 489名、ボランティ

ア延414名
（4）日本語指導者養成講座
外国人に日本語を教えるボランティアを養
成するための講座を開設しました。
日　　時	 8月2日（土）〜9月20日（土）

全5回　延べ20時間
	 午前10時〜午後3時
場　　所	 協会講習室・新富区民館会議室
講　　師	 西川寛之（明海大学外国語学部

講師）
受　講　者	 25 名
（5）日本語フォローアップ講座
外国人に日本語を教えるボランティアの指
導力を高めるため、フォローアップ講座と
ステップアップ講座を開催しました。
①フォローアップ講座
㋐　19年度養成講座修了者対象
日　　時	 5 月 31日〜9月24日（水・

土）全10回
	 水 —午後 6 時 30 分〜 8 時

30分

	 土—9時30分〜11時 30分
会　　場	 協会講習室
講　　師	 中山真理子（亜細亜大学日本語

講師）
	 西川寛之（明海大学外国語学部

講師）
受　講　者	 延 84名
㋑　20年度養成講座修了者対象
日　　時	 平 成 21 年 1 月 24 日、2 月

21日、3月28日 ( 土 )
	 午後 1時〜3時
場　　所	 協会講習室
講　　師	 西川寛之（明海大学外国語学部

講師）
受　講　者	 延 53名
②ステップアップ講座
日　　時	 7 月 8・15日（火）、12月4・

11 日（木）、平成 21 年 2月
24日、3月 10日（火）全 6
回

	 午後6時30分〜8時30分
場　　所	 協会講習室・新富区民館会議室
講　　師	 （社）国際日本語普及協会へ講

師派遣を委託
受　講　者	 延 102名
（6）国際交流サロンの開催
外国人と日本人が気軽に交流が出来る場を
提供するため、ボランティアの協力を得て
「国際交流サロン」を年11回開催しました。
実　施　日	 毎月第2または第3土曜日（10

月を除く）
	 原則として午後 1時 30 分〜

3時30分
場　　所	 協会講習室他
内　　容	 お菓子パーティ、浜離宮庭園ツ

アー、日本の料理教室、七夕、
生け花、サルサダンス、まるご
とミュージアム参加等

参　加　者	 外国人延 186 名、日本人延
83 名、ボランティア延 122
名

（7）外国客船歓迎式
東京港晴海埠頭に着岸する外国客船の入港
時の歓迎行事に参加し、記念品を贈呈。
入　港　数	 3 隻（再入港2隻）
（8）国際交流推進事業助成
区民が主体となって行う国際交流事業の実
施に際して、区が後援するとともに、その
活動に要する経費の一部を助成しました。
件　　数	 2 件（うち助成2件）
（9）ボランティア活動支援
①ボランティア会議
登録ボランティア間の連携及び協会事業の
企画運営等に広くボランティアの意見を反
映するため、ボランティア会議を開催しま
した。
開催回数	 年 6 回、ボランティア出席者

数延85名
②ボランティア派遣
通訳 ･翻訳ボランティア　　延4人

平成20年度決算
＜収入＞

科　目 決算額（円） 説　明
事業収入 1,274,600 古典芸能鑑賞会、コンサート参加費
区補助金 66,083,000 中央区からの補助金
寄付金 167,950
雑入 48,885 預金利子
収入合計 67,574,435

＜支出＞

科　目 決算額（円） 説　明
事業費 34,531,410
　文化振興費 30,663,062 中央区まるごとミュージアム、機関誌発行、古典芸能鑑

賞会、コンサート、文化講座 ,文化推進事業助成

　国際交流振興費 3,868,348 国際交流のつどい、日本語指導・交流会、国際交流サロ
ン、日本語指導者養成講座

管理費 24,589,382
　人件費 22,023,045 職員の給与
　管理運営費 2,566,337 理事会、事務費
予備費 0
合計 59,120,792
区返還費 8,453,643 中央区補助金の精算返納
支出合計 67,574,435

平成 20年度の事業報告と決算

※個人情報の保護に関する規定に基づく平成20年度の
請求等の実績はありませんでした。
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シリーズで、文化振興・国際交流の推進に活躍している方や団体をご紹介します。

協会の国際交流振興事業のひとつに国際交流サロンがあります。現在 20 名の
国際交流サロンボランティアが、懇談、料理教室、七夕まつり、スポーツ交
流会などのテーマを企画し、外国人と日本人とが気軽に交流できる場づくり
を行っています。サロンは年 11 回実施していますが、協会全ボランティアが
参加する 11 月の国際交流のつどいではサロンコーナーも担当しています。
ボランティアの皆さんから活動状況や意見を寄稿してもらいました。

　　年月	 	 テーマ	 参加者（内外国人）	
20年	 12月	 栗きんとん	 45名	 （26名）
21年	 1月	 生け花	 42名	 （23名）
	 2月	 サルサダンス	 44名	 （27名）
	 3月	 お国自慢や旅行	 24名		 	（6名）
	 4月	 Welcomeお菓子パーティー	 46名	 （24名）
	 5月	 そぼろ丼	 40名	 （23名）
	 6月	 プラネタリウム	 53名	 （28名）
	 7月	 七夕まつり	 39名	 （23名）
	 8月	 お点前	 49名	 （19名）
	 9月	 スポーツ交流会	 40名	 （24名）
	 11月	 中央区まるごとミュージアム	 41名	 （23名）

国
際
交
流
サ
ロ
ン
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ボランティアをして感じたこと　外国人の興味は一人ひとり違う。ボランティアを始めた当初は日本
にいる外国人は、日本の伝統的なものに興味があるんだろうと考えていたがそうでもない。日本人もな
かなか知らないマニアックなものが好きで日本に来る人も少なくない。中央区に住む外国人全員にサロ
ンへ足を運んでもらい、来た全員が満足するのは簡単ではない。それがわかる人はいるだろうか？

国際交流サロンには今年からボランティアスタッフとして参加しています。ボランティア活動は全く
未経験だったのですが、これまで接する機会の少なかったアジア出身の若い世代の人たちと交流するこ
とが多く、彼らは、日本の文化、言葉に対して学習意欲が旺盛なので、逆に日本について教わることも
あり、毎回楽しくお手伝いさせて頂いています。

私は海外文化にもともと興味があり、平成 21 年４月より国際交流サロンボランティアに登録しまし
た。いきなり書記の大役を担いましたが、皆様の協力のもとなんとか、やってきています。このサロン
は外国国籍の方に日本のことを伝える場ではありますが、老若男女・国籍を問わず、色々な方と仲良く
なれるきっかけ作りの場でもあるので、今後も楽しくやっていけたらと思っています。

国際交流サロンは、平成 18 年 5 月に準備会がスタートし、7 月に第 1 回が開催され、今年 12 月で 42
回目になります。私は初回から参加しています。当初は企画・運営等から始まり、今年度は物品購入係
も担当しています。準備した物品によって会話が弾んだり、喜んで頂く様子を見ることが励みになり、
多文化を共に楽しみながら活動しています。

小林啓志
　　　さん

毛利伸也
　　　さん

金子智子
　　　さん

西山富美子
　　　さん

ボランティアのコメント

お菓子パーティー そぼろ丼

七夕まつり お点前
スポーツ交流会



■なぜ、日本に来られたのですか？
コンピュータのシステムエンジニアをしていますが、その仕事の関係で 17 年前
に初めて日本に来ました。現在は中央区日本橋にあるコンピュータ関連の会社
に在籍し、証券売買などのシステムウエアの開発に携わっています。
■中国にいた頃と比べて日本に対する印象は変わりましたか？
来る前は、日本の本当の姿についてよく知りませんでした。昔の戦争のことも
あり、どちらかというと中国の人は日本の印象をあまりよく思っていないんで
す。でも実際に暮らしてみると、みんな親切でやさしい人ばかり。空気もきれ
いで治安もよく、物質も豊富なとても良い国です。
■「国際交流のつどい」は楽しめましたか？
はい。毎年参加してとても楽しんでいます。特に生け花など、日本独自の文化
を紹介しているコーナーが興味深いですね。区民の方も多く参加されているの
で、逆に日本の方にも中国の文化や人について知ってもらいたいですね。この
ような機会を利用して、日本と中国の文化交流の橋渡しをしたいと思っていま
す。

■日本語がとてもお上手ですね。
2009 年の 1 月に来日して、今、日本橋浜町にある国際日本語学院で日本語と日
本の文化を学んでいます。日本に来る前も少し勉強していました。パキスタン
ではみんな日本にとても強い関心を持っています。僕も歌舞伎の映画を観て日
本に興味を持ち、もっと深く文化を学んでみたくなって留学を決めたんです。
■現在はどこにお住まいですか？
日本橋です。中央区は僕にとって夢の場所。お寺など歴史のある美しい建物が
多い半面、銀座のような賑やかな街もある。銀座は大好きで、よく買い物に行
くんですよ。お寿司など日本食はＯＫですが、たまに故郷の味が恋しくなった
とき、銀座にはパキスタン料理のお店がたくさんあるので助かります。
■「国際交流のつどい」に参加していかがでしたか？
初めて参加しましたが、とても楽しい！　日本の歴史や文化を楽しみながら知
ることができます。いろいろな遊びがありましたが、僕は生け花が気に入りま
した。スタッフのみなさんがやさしく丁寧に教えてくれたことに感激して、ま
すます日本が好きになりました。日本語学校を卒業したら、日本の大学に進ん
でさらに学び、将来はパキスタンで日本語の先生になるのが夢です。

国際交流のつどい2009　国際交流のつどい2009　国際交流のつどい2009　

11 月 28 日（土）、築地社会教育会館にて、区内在住・在勤の外国人と区民の交流を推進するこ
とを目的に「国際交流のつどい 2009」を開催しました。当日はどのコーナーも行列ができる
ほどの大盛況！  参加された外国人の方に感想をうかがってみました。

 張　敬山　さん

  中国　山東省出身

 アミン・モハマド・ワシム　さん

  パキスタン出身

発行／中央区文化・国際交流振興協会  〒 104-0041  東京都中央区新富 1-13-24  新富分庁舎 3F　TEL 03-3297-0251  FAX 03-3297-0253  URL: http://www.chuo-ci.jp/

特集「捕物帳の世界」は５０号から 3 回連載いたしまして、本号が最後に
なります。「中央区まるごとミュージアム２００９」は昨年に引き続き実
施しましたが、本年もたくさんの方々の参加をいただきました。また、実
施にあたり本年は事前にプレイベントとしてまるごとを盛り上げるための
シンポジウムを開催しました。「ひと　粋・活き」では、協会事業「国際
交流サロン」での国際交流サロンボランティアの活動を紹介しました。

水天宮は、水難除災の神で、安産信仰でも
知られている。その昔、有馬の殿様は犬を
とても可愛がっていた。犬のお産が、楽と
いわれているところから、今では、安産の
神様として知られ、元気な赤ちゃんが生ま
れるように、お参りする家族が多い。

水天宮
小川　幸治

表  紙


