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雄です。そのアイゼンハワー大統領の生誕 100 年祭が平成

և֥։ֽ֘Փ

2 年にあり、その時も付き添いで訪問しました。その時の

ஃ་֩་ད Ք ֽׁ֦֨֒໗֎ຶମ Ք ֽ֢֘֏ֲ֪֭ၗՓ ဴಐՒ

訪問団の一員で、お父様を広島の原爆で亡くされた方がお

ஸ፼֦ྎྙ֪႞֖֞ຊᆙ֭ऌ໖֧֖֥ᆋփ֦பֽ֖֞

りました。その方が交流会でスピーチをされ、戦争のこと

֭ᎌ໗֦֖֞Փ ःׇഷ֥׀व֢֞y֭ཊ֊֪֮֔Ւ

やお父様のことを話されていたことを憶えております。そ

শናבֽ֖֞Փ

の当時のアメリカでは原爆投下は戦争を終わらせるために

൨Ꭼ㕴㕴ႩՒ ဴಐ֭ᅖኾጰྎ֭ጝႺऌॆᎡ༘୯ሙח؈ب؟

正当化している人たちがほとんどでした。その方の想いは、

౦֭ ؠآՔ ب؞بؘע֭ቄ֦ጝႺಲ֥֖בփ֞ಐՒ

どのようにアビリン市の人々の胸に届いたのでしょうか？

ຊᆙᅖኾጰጝႺ၍ຎྙ֧֖֥ሞֽ֖֞Փ ֭֜ဴಐՒ 

先日、国連で核兵器禁止条約が批准されました。世界で唯

ؘעンラン氏は Kansas のホルスタイン協会の会長で、すばら

一原爆投下をしたアメリカ。そして唯一の原爆被爆国の日

しい牛群をそろえていました。そこから牛３頭購入し美野里町

本は核廃絶へ努力は不可欠です。戦争を体験している祖父

に送ったことが交流の始まりです。日本の酪農はアメリカがお

がどのよう気持ちでアイゼンハワー大統領の記念館を見学

手本でした。

したのか？ 平和を思う時、いつもあの遠い地に暮らすア

その時祖父はアビリン市をとても気に入り、将来美野里町をこ

ビリン市の人々へ想いを巡らせます。平和だからこそ出来

のような町にしたいと思ったそうです。

る交流です。

そして昭和 59 年、数人の町会議員と共にアベリン市へ向かい、

私たちの交流は小さな小さな交流ですがその先には世界平

スキャンラン氏の尽力で姉妹都市の提携がスムーズに行えまし

和という大きな夢があります。祖父はそのようなメッセ -

た。その時の祖父の嬉しそうな顔を忘れません。

ジを、私たちに残したかったのかもしれません。この交流が、

当時の私は、アビリン市がアイゼンハワー大統領のホームタ
ウンだと知って少しの驚きがありました。あの第 2 次世界大戦
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世界の味紹介 ３
ひまわりとコスモスと ４

末長く続くことを想いながら、あの初めてのアビリンを思
い出しました。

の最高司令官としてノルマンディー攻略作戦を成功に導いた英
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外国人と小美玉市民を

広報紙
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広報紙『国際交流通信』は小美玉市国際交流協会の、多文化
共生部会のボランティアの皆さんによって作成されています。
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国際交流事業の紹介、多文化共生の取り組み、姉妹都市ア
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ビリンに関する幅広い情報を皆様にお伝えしていきます。

ӡே୪ጺֱ֪ب؎י့֖֥֯փ֞֟ሑӢ
ே୪ጺ֪֪֘ب؎יౄइ֖֥֎ሑבᇻആֽ֖֘Փ ே୪ጺ֪ૢ
ׁ֥֎֧֢֩֒֞Ւ ֭ب؎י৫ब֪֓ታ֭ցሑՒ ဴ႘֟։փ
ׁ֦་ি֦֘j
【問い合わせ】 小美玉市国際交流協会事務局

市民協働課

発行しました広報紙は、市ＨＰからもご覧にな
れます。

TEL：0299-48-1111

FAX：0299-48-1199
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小美玉市の企業で期待される

SRI LANKA CURRY RASAI
スリランカカレー ラサイ
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技能実習生（養鶏場編）

ランチ AM11：00 〜 PM2：00
ディナー PM5：00 〜 PM10：00
定休日 月曜日
日曜日 ( ランチのみ営業 )
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小美玉市大谷 282-4
石岡小美玉スマート IC から
車で 1 分
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トゥルンさん ワヤンさん

島田さん

Q：どうして日本へ来ましたか？
（ワヤンさん）：いとこが日本にいて、おもしろい国だと
聞きました。小美玉はインドネシアの友だちもいっぱい
いるし、羽鳥はスーパーもあって便利です。
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Q：日本に来る前とイメージは違いましたか？
（ナタさん）：同じです。きれいな国だと思います。道に
ゴミも落ちていないし、ルールをよく守ります。
Q：日本に来て大変だったことは何ですか？
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（トゥルンさん）：日本語です。日本語教室サバイディに

aƤb႘Ɯ။ƂƔŹƝ౩Ź  ఄƣಐƠ႘ƠƳ

通って勉強しています。いつも応援してくれている人が

ƌƔcƣƪǀƊƝƤǤȕȔȞǖƣȔǳǵȂȔƝŹŻ

いると感じます。日本語は大変だけど、がんばれば絶対
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できると思っています。あと、大変なのは気温です。寒

ዛƟസƜƎcǤȕȔȞǖƷ႘Ɲ၍ƍƽŻƠᆽੱည

いのは苦手です。夏は暑くて倒れたこともあります。
Q：これからの予定は？
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（ワヤンさん）：実習が終わってもインドネシアに帰りた

֚גՓ ׁ֦Ւ ႘֥֎֩֊၍֗ؔבःဗׁ֎

くないです！日本が好きです。コロナの影響もあって、
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あと１年実習が延長できました。今の仕事をとにかく頑
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張ります。
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（羽鳥 愛）

おすすめカレー
５種のワンプレート
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おしえて！中国語！
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