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昨年９月 28 日、私は「クラシックはじめの一歩～メゾソ
プラノで辿るオペラの楽しみ」という文化講座を担当させて
いただきました。「オペラ」と聞いて、皆さんはどのような
イメージを思い浮かべますか？ミュージカル「オペラ座の怪
人」に出てくるような、華やかなシャンデリアの連なる劇場
や豪華なドレスでしょうか。或いはマリアカラスのような毅
然としたプリマドンナでしょうか。いずれにせよ、何か近寄
り難いものという印象をお持ちの方も多いのではないかと思
います。けれども、実際に初めてオペラをご覧になった方は
大抵「こんなに楽しめるものだったとは！」とおっしゃいま
す。私は日頃から「そのような『食わず嫌い』の方にオペラ
の魅力をお伝えしたい」と願っていたので、今回の講座は絶
好の機会でした。そこで、生の演奏で歌を「試食」していた
だきながら、その合間にオペラの説明を聞いていただくとい
う「レクチャーコンサート」の形式を取りました。

オペラとは「歌とオーケストラで進めていく音楽劇」のこ
とで、16 世紀末のイタリアで誕生しました。16 世紀末と言
えば、日本では江戸時代の直前に当たり、ちょうど出雲の阿
国のかぶき踊りが評判を取っていた頃です。つまり、日本の
歌舞伎とイタリアのオペラは同じ長さの歴史を持つ舞台芸術
なのですね。そのような時代に始まったオペラの歌手は当然
マイクを使いません。オーケストラを突き抜けて劇場の一番
後ろの席の人にまで声が届くような特別な発声法があり、声
をより美しく、力強く響かせるために、呼吸や発音をコント
ロールします。オペラは「様々な声の競演」を楽しむものな
のです。その内容はすべて楽譜に書かれてあり、歌手の声の
種類によって配役が決められています。

ソプラノ：	 高い声域の女声。軽い声から重い声まで何種類にも分類さ
れる。娘役が多く、プリマ・ドンナ（主役）となることが多い。

メゾソプラノ：	ソプラノより低い音域の女声。母親役、悪女役、女中役、
少年役（ズボン役）等多彩な役柄を演じる。

テノール：	 高い音域の男声。若者や英雄など主役（プリモ・ウオーモ）
が多い。

バリトン：	 低い音域の男声。父親役・悪役・三枚目役等、個性的な役
柄が多い。

バス：	 男声で最も低く重い声。国王や高僧等、荘厳な雰囲気の役
柄が多い。

さて、私自身の声はメゾソプラノです。講座では、メゾソ
プラノの役柄をいくつかのタイプに分けて、それぞれのアリ
アを演奏しました。アリアとは、叙情的でメロディーの美し
い完結した独唱曲のことで、心情を吐露する場面で歌われる
オペラの華です。

では、私が講座で歌ったアリアを演奏順にご紹介しましょ
う。第一部は「イタリアオペラのメゾソプラノ～個性的な役柄」
と題して、年代順に演奏しました。（原語のタイトルも表記し
ますので、興味のある方はインターネットの動画サイト等で
検索して聴いてみて下さい！）

●	グルック作曲	≪オルフェオとエウリディーチェ≫（1762年）
　	オルフェオのアリア「エウリディーチェを失いて」“Che farò senza Euridice”
●	モーツァルト作曲	≪フィガロの結婚≫（1786年）
　	ケルビーノのアリア「恋の悩み知る君は」“Voi che sapete”

オルフェオはギリシャ神話の「死んだ妻を取り戻しに冥界
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歌劇団公演に出演を続け、「カルメル会修道女の対話」マリー、「ルチア」アリー
サ、「セビリアの理髪師」ベルタ（指揮／アルベルト・ゼッダ）、「フィガロの結婚」
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舞踏会」にウルリカ役で出演予定。藤原歌劇団団員。

昨年の文化講座　月島社会教育会館ホール



に行く夫」の役で、妻を失った嘆きを歌っています。
一方≪フィガロの結婚≫のケルビーノは恋に夢中な美
少年。この曲は憧れの女性への気持ちを歌う有名なア
リアです。この二役の共通点は女性歌手が男性を演じ
るところです。これを「ズボン役」と呼びますが、日
本の宝塚と同じ発想がオペラの世界にも存在するので
した。

●	ロッシーニ作曲	≪セビリャの理髪師≫（1816年）
　	ベルタのアリア「爺さんは嫁を」“Il vecchiotto cerca moglie”
●	ヴェルディ作曲	≪イル・トロヴァトーレ≫（1853年）
	 アズチェーナのアリア「炎は燃えて」“Stride la vampa”

ロッシーニとヴェルディは 19 世紀のイタリアを代
表する作曲家で、当時のヨーロッパを熱狂させました。
ロッシーニの作品は喜劇が多く、細かく動く美しい旋
律やロッシーニクレッシェンドと呼ばれる高揚感が特
徴です。≪セビリャの理髪師≫のベルタは主人公の家
の女中。傍観者的な役で、アリアでは年齢を重ねるこ
との切なさを嘆いています。一方ヴェルディの音楽は重
厚で力強く、苦悩と死を描くシリアスな作品が多く残さ
れています。≪イル・トロヴァトーレ≫は若い男女の恋
愛の話のように見えますが、本質的には老女アズチェー
ナが復讐を成し遂げる物語です。過去に母親を火炙りで
殺されたことを語るアリアは、まるでめらめらと燃える
炎のような緊張感と迫力に満ちています。

後半の第二部は「イタリア・フランスオペラに於け
る悪女役の魅力」です。

●	チレア作曲	≪アドリアーナ・ルクヴルール≫（1902年）
　	ブイヨン公妃のアリア「苦い喜び、甘い責苦」“Acerba voluttà, 

dolce tortura”
●	マスカーニ作曲	≪カヴァレリア・ルスティカーナ≫（1890年）　　　
「間奏曲」Intermezzo

メゾソプラノの強い声を生かせるキャラクターとし
て「嫉妬する女」が挙げられます。

≪アドリアーナ・ルクヴルール≫のブイヨン公妃は
主人公カップルに嫉妬し、ヒロインを毒殺してしまう
悪役。人妻でありながら恋に没頭してしまう激しい情
念を表現したアリアです。≪カヴァレリア・ルスティ
カーナ≫は、恋人の浮気に端を発する愛憎劇ですが、「嫉
妬する女サントゥッツァ」「浮気相手ローラ」「恋人の
母親」の３人の女性が全員メゾソプラノという、珍し
いオペラです。ここでは生々しい悲劇の中の一服の清
涼剤のように現れる間奏曲をピアノで飯田俊明さんに
弾いてもらいました。

●	サンサーンス作曲≪サムソンとデリラ≫（1877年）
　	デリラのアリア「あなたの声に心は開く」“Mon coeur s'ouvre à 

ta voix”
●	ビゼー作曲≪カルメン≫（1875年）
　	カルメンのアリア「恋は野の鳥（ハバネラ）」“L'amour est un 

oiseau rebelle (Habanera)”

メゾソプラノの深みのある声の魅力が最も発揮され
るのは、妖艶な女性の役でしょう。旧約聖書「士師記」

に基づく≪サムソンとデリラ≫のデリラは、敵方の英
雄サムソンを誘惑し、その怪力の秘密を聞き出そうと
します。そして官能的なこのアリアによってサムソン
はデリラの虜になってしまうのです。また、カルメン
は自由奔放に生きる魔性の女。登場シーンに歌われる

「ハバネラ」ではダンスのリズムに乗せて恋愛哲学を語
ります。

これらの「アリア」は通常原語で歌います。なぜ日
本語訳で歌わないかと言うと、原語の文章に沿って作
曲されたフレーズ感や語感の美しさが損なわれてしま
うからです。もしもビートルズの「Yesterday」の出
だしが「きのう～」と歌われたら…と想像すると、印
象は全く変わってしまいますよね。「でもオペラ公演を
観に行って日本語なら意味がわかって楽しそうだけど、
原語だと退屈なのでは？」という疑問があるかと思い
ます。どうぞご安心下さい！本格的なオペラ公演では
ほとんどの場合字幕が付くので、まるで外国映画を見
るように内容を理解できるのです。作品の魅力、それ
を解釈する演出の妙、舞台美術や照明、衣装、歌手の
演技力など、多彩な楽しみを味わえる贅沢な舞台芸術、
オペラ。その魅力の本質は、生の演奏を聴いてこそ感
じていただけるものです。東京では「新国立劇場」「二
期会」そして、私の所属する「藤原歌劇団」等の公演
が頻繁に行われています。どうぞ劇場に足を運んで、
生のオペラを一度体験なさってみて下さい！何百年も
前のヨーロッパの人たちと現代日本に生きる私たちが、
同じ作品に感動することの不思議を味わっていただけ
ることでしょう。オペラを好きになって下さる方が少
しでも増えるように願いながら、私も次のオペラ公演
の稽古に励みます。どんな役かって？メゾソプラノで
すもの、個性的ですよ。「主人公の死を予言する女占い
師」の役。強烈でしょう！色々な役を演じられること
こそメゾソプラノのオペラ歌手でいることの醍醐味な
のです。

「2012 年 3 月藤原歌劇団公演「フィガロの結婚」より
提供：公益財団法人日本オペラ振興会」



①②晴海フラワーフェスティバル 2012

　桜の散歩道で催された「インフィオラータ（花のじゅうたん）」
のテーマは“未来へつなぐ、つなげるチカラ”。バラを中心に約
10 万本の花びらを活用した大きな絵馬風の花絵が圧巻！　絵の全
景を上から眺めようと、当日設置された高所観覧車に乗って観賞
する人々も。澄みきった青空にカラフルなアートがとても美しく
映えていました。一方、晴海トリトンスクエアのグランドロビー
では第 17 回中央区産業文化展「へそ展」が開催され、各ブース
では中央区産業の歴史のほか、小津和紙や江戸打刃物など職人が
つくる伝統の品々を紹介。ステージではパフォーマンス紙芝居が
行われ、小さなお子さんたちが夢中になって観賞していました。

③船　晴海〜箱崎ルート

　晴海トリトンスクエアから４分ほど歩いて、朝潮小型船発着場
へ。船を使っての移動は毎年人気で、当日も乗船券の配布を待つ
長い行列ができていました。運行コースは黎明橋公園→豊海町→
勝どき橋→中央大橋→永代橋→箱崎防災船着場。約 45 分をかけて、
東京湾上から中央区の歴史ある風景をゆっくり楽しむことができ

文化・芸術の秋に、区民の方々や中央区を訪れる方々に、中央区の文
化的な魅力を再認識したり、発見していただけるよう、中央区と中央
区文化・国際交流振興協会の共催により、本年度で第５回となる「中
央区まるごとミュージアム 2012 ～日常がアートになる街、誰もが
アーティストになれる秋～」を開催しました。事業実施に際しまして
は、文化事業者や団体、ボランティアの皆様、ご協賛各社のご協力を
いただき、心よりお礼申し上げます。今回はフリーライターの石川ハ
ルさんが、中央区がおすすめする巡回ルート「まるごと中央区一周コ
ース」を体験。当日の様子をレポートしていただきました。

中央区まるごとミュージアム　2012
11月4日（日）

晴海トリトンスクエア　インフィオラータ　

「へそ展」で行われたパフォーマンス紙芝居

反対側ルートの船に手を振って挨拶



ます。築地市場や古い街並が残る佃島界隈、緑溢れる浜離宮な
ど、陸ではなく、海から眺める景色はまた新鮮！　隅田川大橋を
過ぎると目の前には悠然とそびえ立つ東京スカイツリーが。ベス
トショットを逃すまいと、みんな一斉にカメラを構えていました。

④バス　左廻りルート　箱崎　→　人形町

⑤人力車体験（人形町 2 丁目浜町緑道前）

　親子丼発祥の店「玉ひで」やいなり寿司の「志乃多」など、こ
の界隈は東京の食文化発祥の地。店先で売られている甘酒や人形
焼きのよい香りに引かれつつ、浜町緑道前の人力車乗り場へ。人
力車は日本橋が発祥の地。順番を待つ長い行列に並び、私も体験
してみました。不安定と思いきや、手慣れた車夫が引く車上は快適！
　秋風が心地よく、通常の車より高い位置から見る景色は新鮮。約
10 分間の乗車ですが、下町情緒溢れる街並を堪能できました。

⑥バス　左廻りルート　人形町　→　日本橋

⑦にちぎん体験 2012

　お子さんから年配の方まで幅広い世代に毎年人気なのが「にち
ぎん体験」。私たちの生活にとって欠かせないお金の歴史やうんち
くについて楽しく学べる展示が行われています。今回は日本銀行
本店本館前にある貨幣博物館を見学。テーマ展「お札の顔を見て
みたら～ショパン・ニュートン…世界の文化人～」では、世界の
紙幣に描かれた文化人たちが紹介されていました。注目してしま
ったのはやはり日本の紙幣。今では見ることがなくなった旧１万
円札の聖徳太子や旧千円札の伊藤博文など、それらが使われてい
た子供の頃を思い出しながら懐かしく見学しました。

⑧バス　左廻りルート　日本橋　→　銀座

⑨⑩銀座あおぞら DE アート・抽選会会場

　コースの終着点は銀座。今年で 8 回目になる、ツタの絡まる泰
明小学校の校庭で行われる銀座あおぞら DE アートを堪能し、街
にネオンが灯り始めるなか、今回どうしても見たかった「奥野ビ
ル（旧称銀座アパート）」へ。奥野ビルは創業 100 年の奥野商会が
経営する築 80 年のビル。当時の面影を色濃く残す 306 号室ではア
ートプロジェクトが展開されていました。石造りの階段や手動の
エレベーターなど、そのレトロな雰囲気はまるで映画のセットの
よう。ここにも中央区の古き良き歴史を感じながら、しめくくり
は抽選会場によって、充実感のあった１日の散策を終了しました。

人力車体験は人気で人が溢れていました

貨幣博物館エントランス

奥野ビル前景 抽選会会場

将棋まつりでの対局

凧の博物館にて

歴史を感じさせる日本銀行



平成 23 年度の事業報告と決算
平成 23 年度事業報告

平成 24年 6月 15日に開催されました理事
会において、平成23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　5,500部 A4版
発行回数　年2回（7月―55号、12月―56号）
12月発行の56号は協会創立20周年記念号。

（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ます。
URL:http://www.chuo − ci.jp/

（3）コンサートの開催
親しみやすい音楽鑑賞の機会を提供しました。
日 時	 10月7日（金）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	 日本橋ジャズナイト
出 演 者	 ザ・ブルースカイカルテット、

MERI、五十鈴ココ
入 場 者	 324名
参 加 費	 1,500円

（4）文化講座の開催
「クラシックはじめの一歩」として、オペラと
クァルテットについて気軽に学べる講座を開催
しました。
講座A「メゾ・ソプラノで辿るオペラの楽しみ」
　日　　時	 平成 23年 9月28日（水）
	 昼の回　午後2時〜3時30分
	 夜の回　午後7時〜8時30分
　講　　師	 メゾ・ソプラノ歌手		牧野真由美　他
講座B	「かんたん？むずかしい？クァルテット

を知ろう !」
　日　　時	 平成 23年 10月 17日（月）
	 昼の回　午後2時〜3時30分
	 夜の回　午後7時〜8時30分
　講　　師	 古典四重奏団
会　　場　月島社会教育会館　ホール
参加者数　延279名

（5）特別文化講演会の開催
各展覧会に関連し、NHKとの共催により開催
しました。
①「古代ギリシャ展」関連　特別文化講演会
日 時	 平成23年8月1日（月）
	 午後6時30分〜
会 場	 月島社会教育会館　ホール
講 師	 国立西洋美術館研究補佐員本展担当

者　飯塚　隆
参 加 者	 224名
②特別展「ボストン美術館　日本美術の至宝」
関連　特別文化講演会

日 時	 平成24年3月13日（火）
	 午後7時〜

会 場	 日本橋社会教育会館　ホール
講 師	 東京国立博物館学芸企画部博物館教

育課教育普及室長　伊藤信二
参 加 者	 201名

（6）古典芸能鑑賞会
中央区に深い関わりを持つ古典芸能を鑑賞する
機会を提供し、地域文化に対する愛着心を育み、
伝統芸能の継承・普及を図りました。
日 時	 平成23年6月18日（土）
	 午後5時開演
会 場	 日本橋公会堂ホール「日本橋劇場」
内 容	 新内流し　江戸の風物詩　新内「蘭蝶」
	 江戸糸あやつり人形　「獅子舞」

「ショ・ジョ・ジ」
	 落語　「尻餅」
	 舞踊・長唄　「二人椀久」
入 場 者	 343名
参 加 費	 2,000円（中学生以下1,000円）

（7）文化推進事業助成
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 24件（うち助成18件）

（8）中央区まるごとミュージアムの開催
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（第4回）を中央区との共催で開
催しました。
日 時	 10月 30日（日）
場 所	 中央区全域
実施結果
①バス乗車人数（区内巡回左右2ルート、江
戸バス）	 合計5,315名
②乗船人数（日本橋周遊、箱崎〜晴海、明石町
周遊の3ルート）	 合計3,548名
③参加者アンケート	 2,317名
④主なイベントの参加人数	 延べ 65,000名

（9）文化振興プロデュースチーム
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、平成20年度に文化の専
門家等からなるプロデュースチーム（構成員６
名）を設置しました。
今年度は、中央区で新規に実施するまちかど展
示館事業について検討しました。また、まるご
とミュージアム2011の事業者連絡会にも出
席し、中央区全体の文化事業の推進について協
議を進めました。

  Ⅱ　国際交流振興事業

（1）国際交流のつどい
外国人と日本人との文化交流の促進と相互理解
を深めるため、日本と外国の伝統文化の紹介や
体験、踊り、料理の紹介等を通して相互の親交
を深めました。
日 時	 平成23年11月 26日（土）
	 正午〜午後4時
会 場	 月島社会教育会館
内 容
○伝統文化体験コーナー（着付け、茶道、生け
花、墨絵、風呂敷、和太鼓ワークショップ）
○懇談コーナー（紅茶・ブルガリアと韓国の料理）
○国際交流サロン（太極拳、クイズでお菓子を
ゲット）
○外国文化紹介コーナー（スリランカサリー展
示・試着、ブルガリア文化紹介）
○防災・防犯コーナー（非常食試食、防犯・防
災情報提供）
○土曜日日本語教室（日本・外国の遊びと折り紙）
○水曜日日本語教室（日本語何でも相談）
○踊りのコーナー（サルサ・ブルガリアの音楽
と踊り）
○中央区・サザランド市姉妹都市提携20周年
記念写真展
○受付・情報資料提供コーナー
参 加 者	 455 名（外国人 86 名、日本人

194名、ボランティア等175名）

（2）ボランティア活動支援
協会登録ボランティアの活動強化、ボランティ
ア間並びに協会との連携強化等を図るため講演
会や連絡会を開催しました。
①協会創立20周年記念行事に合わせ　　　　
全ボランティア対象講演会

日 時	 平成23年12月 11日（日）
	 午後3時〜6時
会 場	 中央区役所　8階　大会議室
講 演	「ブルガリア人から見た日本と異文

化理解」
講 師	 マルコバ・カテリナ氏
参 加 者	 ボランティア　99名
②協会が支援する日本語教室（5教室）　　　
ボランティア意見交換会

日 時	 平成24年3月15日（木）
	 午後6時45分〜
会 場	 協会講習室
議 題	 日本語教室関連事業の報告及び予		
	 定について。助成金等手続きにつ		
	 いて。質疑応答。
参 加 者	 ボランティア　13名
③ボランティアの派遣・活動
	 通訳ボランティア　32名
	 イベントボランティア　2名

（3）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、
24年 2月に区役所1階ロビー、日本橋区民
センターロビー、月島区民センターコミュニ
ティフロアで順次開催しました。



（5）国際交流サロンの開催
外国人と日本人が気軽に交流ができ、日本語の
会話や日本の文化に触れることが出来る場を提
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、土曜日に開催しました。
会 場	 協会講習室　他
内 容	 桜ティーパーティ、こどもの日を楽

しもう、もんじゃ、七夕祭り、墨絵
に挑戦、ピラテス・アロマ・リフレ
クソロジー体験、ハロウィン　等

参 加 者	 外国人延 108 名、日本人延 122
名、ボランティア延148名

（6）外国客船歓迎式
東京港晴海埠頭に着岸する外国客船入港時の歓
迎行事に参加し、記念品を贈呈。
入 港 数	 1 隻（初入港）

（7）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	 後援 3件（うち助成2件）

（8）日本語指導者養成講座
日本語教室への受講希望者の増加や多様化する
要望に対応するため、協会主催の日本語教室や
ボランティアが自主的に運営する日本語教室で
指導者になりたい方、または、ボランティア日
本語教室を自分で開設・運営したい方を対象に
日本語指導者養成講座を開催しました。
実 施 日	 7 月 5日、9日、12日、16日、

19日、23日、26日
	 計 7日間　計20時間

会 場	 協会講習室、新富区民館
受 講 者	 33 名

（9）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
実 施 日	 7月28日、8月2日、9月6日、

13日、10月4日、18日、
	 11月8日、12月5日、
	 平成24年1月24日、2月21日、

3月6日、13日　全12回
会 場	 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 206名
②ステップアップ講座
実 施 日	 6月29日、8月27日、9月28日、

10月15日、11月30日、
	 平成24年1月28日、2月29日
	 全7回
会 場	 協会講習室
講 師	（社）国際日本語普及協会へ講師派

遣を委託
受 講 者	 延 132名

（10）協会創立 20 周年記念行事
協会創立20周年を迎えるにあたり、今後のさ
らなる発展を期して「創立20周年記念式典」
を開催しました。
日 時	 平成23年12月 11日（日）
	 午後3時〜午後6時
会 場	 中央区役所　8階　大会議室
記念講演	「ブルガリア人から見た日本と異文

化理解」
講 師	 マルコバ・カテリナ氏
ボランティア永年活動者への感謝状贈呈
　　　　　受賞者　51名（当日出席者40名）
出 席 者	 122名

（11）姉妹都市提携 20 周年記念行事
中央区とサザランド市の姉妹都市提携20周年
を記念し、サザランド市中学生の区訪問（9月）

に合わせ区民と交流する「オーストラリア・サ
ザランド市紹介の夕べ」を開催する予定でした
が、サザランド市中学生の区訪問が中止となっ
たため、サザランド市紹介の夕べは中止しまし
た。
なお、姉妹都市提携20周年記念として、記念
パンフレット（A4版、4頁、2,000 部）を
作成するとともに記念写真展を「国際交流のつ
どい」の会場で実施しました。

※個人情報の保護に関する規定に基づく平成23年
度の請求等の実績はありませんでした。

平成 23 年度決算
＜収入＞

科目 決算額（円） 説明

事業収入 1,330,900 古典芸能鑑賞会、コンサート参加費
区補助金 92,672,000 中央区からの補助金
寄 付 金 0
雑 入 5,912 預金利子
収入合計 94,008,812

＜支出＞
科目 決算額（円） 説明

事業費 47,785,169

　文化振興費 41,935,254
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 5,849,915

国際交流のつどい、日本語教室、
国際交流サロン、日本語指導者
養成講座、協会創立２０周年記
念行事

管理費 36,677,800
　人件費 32,739,074 職員の給与
　管理運営費 3,938,726 理事会、事務費
予備費 0
合計 84,462,969
区返還金 9,545,843 中央区補助金の精算返納
支出合計 94,008,812

（4）日本語教室
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、教室参
加希望者の増加や多様化する要望に対応するため、ボランティア主催による教室の開設・運営について支援を行いました。

協会主催の日本語教室
①水曜日教室
日 時　毎月第1・第2・第3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42名、ボランティア28名
参 加 者 数　外国人延514名、ボランティア延563名
②木曜日教室
日 時　毎月第1・第2・第3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27名、ボランティア17名
参 加 者 数　外国人延324名、ボランティア延385名
③土曜日教室
日 時　毎月第2・第3・第4土曜日　午前10時〜12時
会 場　協会講習室
登 録 者 数　外国人43名、ボランティア26名
参 加 者 数　外国人延360名、ボランティア延403名

協会が支援する日本語教室
①日本語おたすけたい
日 時　月曜日（月3回）　午後7時〜8時30分
会 場　日本橋社会教育会館
登 録 者 数　外国人13名、ボランティア11名

参 加 者 数　外国人延101名、ボランティア延212名
②月島日本語倶楽部
日 時　毎週火曜日　午前10時〜12時
会 場　月島社会教育会館
登 録 者 数　外国人18名、ボランティア14名
参 加 者 数　外国人延188名、ボランティア延184名
③にほんご生活
日 時　毎週土曜日　午前2時〜3時45分
会 場　レインボーハウス明石5階
登 録 者 数　外国人31名、ボランティア16名
参 加 者 数　外国人延421名、ボランティア延271名
④日本語コミュニケーション・パートナー（平成 23 年 11 月 2 日開設）
日 時　毎月第1・第2・第3火曜日　午後7時〜8時30分
会 場　新富区民館
登 録 者 数　外国人4名、ボランティア11名
参 加 者 数　外国人延39名、ボランティア延127名
⑤銀座日本語教室（平成 23 年 12 月 7 日開設）
日 時　毎月第1・第2・第3水曜日　午前10時〜11時 30分
会 場　築地社会教育会館
登 録 者 数　外国人4名、ボランティア8名
参 加 者 数　外国人延23名、ボランティア延48名
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特集記事は「メゾソプラノで辿るオペラの楽しみ」です。昨年度の
文化講座で行いました「クラシックはじめの一歩～オペラ」に関連
して特集いたしました。
「国際交流のつどい」では、参加者の方を取材しました。
「中央区まるごとミュージアム2012」は第５回目となり、本年もた
くさんの方々のご参加をいただきありがとうございました。

江戸の時代に富くじの話が残る。神社仏閣の改築改修
費を集めるための興業で、錦絵には裃

かみしも

に袴
はかま

姿
すがた

や法衣を
着た僧が、木箱に入った富札を槍

やり

の先で突いて、木札
に書かれた当たり番号を読み上げる。志ん生落語「富
久」にも登場し、「当ァリィー。鶴の千五百番～ン」
千両の賞金に人々のどよめきが聞こえる。

椙
すぎのもり

森神社
小川　幸治

表  紙

曹　娟（ソウエン）さん

宋　煒（ソウイ）さん

中国出身（左から）

アンソニー・フィデン さん

マリア・チェスカ・フィデン さん

フィリピン出身

■なぜ、日本に来られたのですか？
夫が日本で仕事をすることになり、３年前に来日しました。しばらく岡山県に住ん
でいましたが、2011 年の 11 月に中央区湊に移転しました（曹娟さん）。
私は通信会社に勤務しており、2012 年の 10 月、日本支社をサポートするために転
勤でこちらに来ました（宋煒さん）。
■日本語がとてもお上手ですね。
今、週に４回くらい、中央区のボランティアの方に日本語を教えてもらっています。
日本はボランティアの数が多くて素晴らしいですね。ボランティアの方たちはとて
もやさしく、中国では断られることも多いのに、日本では何度質問をしてもきちん
と答えてくれます。今日も生け花を体験したとき、使う道具や花の名前を丁寧に教
えてくれました。日本語教室では友達も増え、生活や仕事で困ったときも相談にのっ
てくれます。私も母国に帰ったら、中国で暮らす日本人の方をサポートするボラン
ティアをやりたいと思います（曹娟さん）。
■「国際交流のつどい」に参加していかがでしたか？
夏に花火を見に行ったときに浴衣を見て和服に憧れていたので、今日、着ることが
できてうれしかったです。私は今回初めて参加しましたが、いろんな国の人が気軽
に参加できるのはとてもいいことだと思います（宋煒さん）。

■ご主人のアンソニーさんは１年前、奥様のマリアさんは５ヵ月前に来日されたと
いうことですが、日本の印象はいかがですか？
中央区の月島に住んでいますが、街がきれいで驚きました。フィリピンではゴミは
分別しませんが、日本ではきちんと分別されて整然としています。食事もおいしく、
特に寿司と刺身が大好きです。日本はテクノロジーも進んでいるので、とても生活
がしやすいですね。フィリピンにいた頃は「日本には長く住めない」と思っていま
したが、今はずっと住んでいたいくらいです。
■日本での生活を楽しんでいますか？
休みの日は浅草に観光に行ったり、小田原に山歩きをしに行ったりしています。「国
際交流のつどい」は今回初めて参加しましたが、太鼓や日本語のゲーム、折り紙な
どを体験してとても楽しかったです。まだ日本語は上手に話せませんが、これから
も日本語教室での勉強を続けて友達をたくさん作り、いろいろな場所に出かけて日
本のことをもっと知りたいと思います。

国際交流のつどい2012　国際交流のつどい2012　国際交流のつどい2012　
11月17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2012」を開催しま
した。当日はあいにくの雨天にもかかわらず多くの方が来場され、どのコー
ナーも大人気！　参加された外国人の方にお話をうかがってみました。


