
イラク ★ 

　私にとって一番悲しいことは、会社の海外出張で訪問
したことのあるイラクのバグダッドがテロ戦争に巻き込
まれていることです。35年前の6月18日、バグダッド
国際空港に降り立ったときの印象は今でも忘れません。
足元からズボンの中を熱風が吹き上がり、一瞬にして汗
だくになりました。日中の気温は50度近くになってい
たのです。私たち一行4人は、滞在が長くなるので、家
を借りて自炊しました。4月から10月まで雨が降らない
ので、夜は屋上へ寝台を上げて、敷布1枚をかぶって星
空を眺めて寝ました。朝、日が昇ると、もう暑くて寝て
おれません。パン屋へ焼きたてのパンを買いに行くと、
パン売りの少年が直径30センチぐらいの薄いパンを手
のひらに30枚ほど重ねて、いつも売り歩いていました。
水道水は石灰分が多く、沸かさなければ飲めませんでし

た。調味料は日本から送ってもらいましたが、醤油の缶
を石油と間違えられて、税関でもめたことがありました。
　当時はフセイン政権が成立したばかりで、不安定な状
態でしたが、バグダッドの街は平穏でした。しかし、ア
バーヤ（顔だけ出した黒服）を着た女性の写真を撮るの
は厳禁でした。市の中心部を有名なチグリス川が流れて
おり、夜店で賑わい、遊覧船からの眺めは格別でした。
写真（上）の建造物は、昔の学校の回廊で、今は博物館
になっています。もう1枚の写真は、長さ90センチ、直
径30センチのジャンボ西瓜で、私のバグダッドでの思
い出になっています。砂嵐が来ると街中が日食のように
暗くなり、粉のような砂が鼻や耳に入ってきます。自衛
隊も困っていることでしょう。バグダッドの街に早く平
和が戻ってくることを祈りつつ－－－。

バグダッドの思い出

　　　　　　　　　中部町　石川和一
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　世界遺産と黄金の国ペルー。来年開催される愛
知万博で、豊川市はペルーのホストシティとなっ
ています。協会では10月にペルーへの万博親善
使節団訪問も予定しています。今回はそんなペル
ーの魅力について紹介します。

          ペルーの基本情報

正式名称　ペルー共和国（República de Perú）
首　　都　リマ
面　　積　約128.5万平方km（日本の約3.4倍）
人　　口　約2,566万人（2000年の調査）
人　　種　メスティソ52％、インディヘナ32％、ヨー

ロッパ系12％、
　　　　　その他4％。
言　　語　公用語はスペイン語、
　　　　　ケチュア語
宗　　教　国民の95％がロー

マ・カトリック
時　　差　－14時間
気　　候　地理的影響から地

域によって気候が異
なる。10月の平均
気温は、首都リマで
は最高気温が24.2
℃、最低気温が13.2℃であるのに対し、標
高3,360ｍに位置するクスコでは、最高気温
が25.3℃、最低気温は2.2℃しかない。

　　　 世界遺産

●マチュピチュ

　ペルーには現在10の世界遺産があります。その中で
最初に登録されたのが、ウルバンバ渓谷の山あい、標高
2,280ｍの頂上にあるマチュピチュです。下からは見る
ことができないために「空中都市」あるいは「失われた

都市」とも呼ばれるマチュピチュは、スペイン人から逃
れるために、あるいは復讐の作戦を練るためにインカの
人々が作った秘密都市だったと言われています。しかし
16世紀半ばに彼らは自らの手でこの都市を焼き払って
しまい、20世紀になって発見されるまでその存在は知
られていませんでした。インカ帝国時代の建造物をほぼ
無傷で残しているこの遺跡の発見は「20世紀最大の考

古学的発見」と言われています
が、マチュピチュには未だに解
明されていない謎が多くありま
す。
●クスコ

　マチュピチュと同じく1983
年に世界遺産登録されたクスコ
は、11～ 12世紀ごろに建設さ
れ、インカ帝国の首都として栄
えました。「カミソリの刃1枚
通さない」と言われる精巧な石
組みが至る所で見られますが、

これはインカ帝国の時代から残るものです。その礎石の
上に征服者のスペイン人が建設した教会や邸宅と共に独
特の雰囲気を醸し出しています。
●リマ歴史地区

　ペルーの首都であるリマは、人口の約3分の1が生活
する政治・経済の中心地です。その中で旧市街と呼ばれ
る地区には、16世紀から17世紀に建てられたコロニア
ル建造物が数多く残っており、歴史の流れを感じること
ができます。また、リマ市内には考古学上貴重な資料が
展示された博物館がたくさんあり、古代ペルーの文化を

「失われた都市」マチュピチュ
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夢の旅へ 
　出かけよう ！！ 

あなたの 身近に 
「ベスト」な ひまわり 

旅行のお問い合わせ・お申し込みは 

旅行センター 

ひ と ・ 夢 ・ い い ね 。  



豊川市はフィリピン・ペルーのホストシティです。

知る足がかりとな
ります。
●ナスカの地上絵

　ペルーといえば
この地上絵を真っ
先に思い浮かべる
方も多いでしょう。
紀元後約800年に
わたって栄えたナ
スカ文化の時代に描かれた地上絵は、上空から見て初め
てそれが直線であったり、動植物の絵であることがわか
るほど巨大なものです。多くの科学者たちがその謎に魅
せられ、宇宙人説（宇宙人の絵もあります）、空飛ぶ人
間説、星座を表すカレンダー説など、多くの仮説が立て
られました。しかし誰が何の目的で描いたのか、真実は
未だにわかっていません。

　　　　ペルー料理

　ペルー料理は概して日本人の口に合いやすいと言われ
ています。主食は米で、海産物が豊富にあります。また
アンデス産のとうもろこしやジャガイモ、かぼちゃなど
は種類も豊富で、日本で普段私たちが口にしているもの
に比べて味が濃く、原産国ならではのおいしさが味わえ
ます。

●セビッチェ

水産大国ペルーの
代表料理。白身魚
やえび、いかなど
の新鮮な魚介類と
野菜、レモン、香
辛料を混ぜ合わせ
たさっぱりとした
味わいのマリネ。

●ロモ・サルタード

　牛肉、フライドポテト、玉ねぎ、トマトを一緒に炒め
たシンプルな家庭料理ですが、「ご飯に合う味」と、日
本人に好評です。

●チチャ・モラーダ

　紫色のとうもろこしにシナモンやレモンを加えて作っ
たジュースです。
●ピスコサワー

　お酒好きの方にはこちら。ペルー南部の海岸地域で採
れる白ぶどうを使った酒を蒸留して作ったピスコに、卵
白、レモン、砂糖を加えたカクテルです。口当たりは良
いのですが、強いお酒ですからくれぐれも飲みすぎない
ように。
（出典：ペルー大使館ペルー観光公式ガイド、ペルー観
光公式ホームページ）

「おいでん祭」で
ペルーとフィリピンを紹介

　５月22日、23日の2日間にわたって行われた第16回
豊川市民祭り「おいでん祭」で、万博のフレンドシップ
国ペルーとフィリピンのＰＲをしました。野球場に設置

されたテント内で両国のポ
スターやパネルを展示した
り、観光パンフレットの配
布をしました。また、ペル
ーの料理と飲み物、フィリ
ピンのスナック菓子や飲み

物、雑貨などの販売も行いました。特にペルーの手作り
料理は好評で、あっという間に売り切れてしまいました。
２日ともあいにくの雨模様となってしまいましたが、広
い会場を歩き回って疲れた市民のみなさんには、両国の
珍しいビールも人気
がありました。23
日には会場内の特設
ステージで、ペルー
の伝統的な音楽と踊
りを披露し、多くの
方々に楽しんでもら
うことができました。

地上絵「クモ」

美しいチカチカ湖
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旅の楽しさ 
アレンジ！！ 広小路１－３８杉浦ビル 

豊橋支店 
運輸大臣登録一般旅行業第２号 

●ご旅行のご相談は、お電話でお気軽にどうぞ● 

●営業時間 

●定 休 日〈日曜・祝祭日〉 

〈月～金曜　１０：３０～１９：００〉 
〈土 曜 日　１０：３０～１６：００〉 

駅前ロータリー 

至名古屋 至東京 

杉浦ビル 
東海銀行 

精文館 

ときわ通 

広
小
路 

日本旅行 

豊橋駅 

国内旅行は 海外旅行は 



　５月24日（月）、財団法人オイスカ中部日本研修セン
ターの研修生13人と付き添い職員３人の計16人をお招
きしました。
　午前10時からグリーンセンター音羽、カントリーエ
レベーター、トマト集出荷センター、中部営農センター
など、ひまわり農協各施設を見学しました。
　午後６時から勤労福祉会館視聴覚室で、フレンドシッ
プ部会のリードで交流会を開催しました。参加者は総勢
54人でした。
　「日本の食べ物で一番好きなものは？」
　「今日見学した農業施設のうち、一番印象に残った所
は？」
　このような司会者の質問に対し、ほとんどの研修生は
日本語で次のように答えていました。
　「日本の食べ物はとてもおいしい。ほとんどのものが
口に合います。中でも天ぷらは最高です」
　「トマト集出荷センターの規模の大きさとオートメー
ション化に驚きました。このような施設は、私たちの国
にはまだありません」
　研修生は今年１月に来日して、毎日欠かさず日本語の
習得に励んでいるとのことで、まだ半年足らずですが、
かなりの理解力でした。目の前の飲み物とお菓子を話題
にしたりして会話がはずみました。
　研修生から次々とパフォーマンスの披露があり、協会

と日本文化紹介
サークルから記
念品が手渡され
交流の輪が広が
りました。
　今年のメンバ
ーは、インドネ
シア、スリラン
カ、タイ、バン
グラデシュ、東
ティモール、フィリピン、マレイシア、ミャンマー、パ
プアニューギニア、フィジーの10カ国にわたりました。
　この招待は、毎年実施しており、研修生にとって大変
楽しみにしている年中行事の一つのようです。ほとんど
の人は1年で帰国しますが、日本での研修の成果を祖国
で大いに生かしてもらいたいと思います。

マレイシアから8人が来豊
　青年招へい事業で来日したマレイシア青年の帰国後の
組織“パマジャ”から8人の技術者（造園技師、造園コ
ンサルタントなど）が来豊しました。一行は、1997年
（平成9年）に科学技術開発分野の一員として来豊した
サバルディンさんをコーディネーターとして、5月22日
から24日まで豊川で過ごしました。
　　5月22日（土）　名古屋空港から豊川入り

　　　　　　　　　　市民まつり“おいでん祭”会場へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ホームステイ〉

　　5月23日（日）　終日、協会会員と浜名湖花博へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ホームステイ〉

　　5月24日（月）　豊橋から新幹線で東京へ

　短い滞在期間でしたが、ホストファミリーの案内で、
豊川周辺の公園や庭園を見学したり、日本の家庭生活を
体験したりして交流を深めました。少しでもマレイシア
の発展に寄与することができるのなら、正に青年招へい
事業のおかげであると思います。

オイスカ研修生交流会の集合写真

オイスカ研修生のパフォーマンス

農業施設見学と
　　　交流会を楽しむ

オイスカ研修生が来豊
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営業時間 

　AM10：00～PM8：00

世界の旅 パッケージツアー 
航空券・海外ウエディング 
旅館・ホテル・観光バス 
個人から団体まで 

かわしんグループ 
ジェイティービー代理店 

土・日も営業　 
ハ イ ナ ナ イ ロ  

ナナイロ 

N

入管手続・帰化申請・内容証明 

遺言書・相続手続・許認可申請 

国内の旅 

至豊橋 

総合体育館 
姫街道 

Ｐ 

プリオ 
Ｐ 

至
国
府 

至
豊
川
駅 



＊ムサッカー

――　材料（５人分）　――
ナス　5本、トマト（中）４個、ピーマン　１個、
玉ねぎ　1個、にんにく　3片、
サラダオイル、オリーブオイル、塩、こしょう、

――　準備　――
・なすを1㎝の厚さにスライスする。
・トマトを大きめに切る。ホールトマトも可能。
・ピーマンを好みの大きさに切る。
・玉ねぎを厚めにスライスする。
・にんにくを縦に3つに切る。

――　作り方　――
なすをサラダオイルでかるく揚げておく。
フライパンにサラダオイル（大さじ2）を少し温め、
玉ねぎとにんにくを入れ、中火で2分間炒める。
トマトを加え、塩こしょうを好みで加え、混ぜ続ける。
沸騰したら弱火にし、3分の1を別の皿に取っておく
フライパンに残ったものを平らにし、その上に揚げた
なすを並べる。
別の皿に取っておいた物をなすの上にもどす。
20分間ぐらい弱火のままで煮たらでき上がり。
冷蔵庫で数時間冷やしてからオリーブオイルをかけて
食べる。
（注）塩こしょうは多めにすると良い。

＊シリア風　コーヒービスケット

――　材料（6人分）――
小麦粉　2.5カップ、Ｂ．Ｐ　小さじ１、
バター　70ｇ、サラダオイル　30ｇ、
砂糖　大さじ３、生クリーム　大さじ２、
インスタントコーヒー　小さじ２、

――　作り方　――
小麦粉とＢ．Ｐを合わせてふるっておく。
バターをよく練り、サラダオイルと砂糖を混ぜる。　
その中にインスタントコーヒーと生クリームを加え、
最後にふるった小麦粉を混ぜ、ひとかたまりにする。
ビー玉大の量を手で平たくして、オーブン皿に並べ
る。
180度に温めたオーブンで9～ 11分焼く。

＊Mohalabieh　コーンスターチのお菓子

――　材料　――
砂糖　80ｇ、牛乳　4カップ、
コーンスターチ　100ｇ、オレンジリキュール
（コアントローなど）少々、

――　作り方　――
4カップの牛乳のうち1カップを残しあとは鍋にいれ
る。残した1カップの牛乳にコーンスターチを混ぜる。
牛乳を弱火にかけて、熱くなったら砂糖を溶かし、コ
－ンスターチも混ぜる。こげないように時々よく混ぜ
る。とろみがついてきたら最後にオレンジリキュール
を少々加え、火からおろす。
容器にとりわけ、冷やす。オレンジソースをかけてい
ただく。
●オレンジソースの作り方
鍋にオレンジジュース（果汁100％）と好みの量の砂
糖を入れ、コーンスターチも入れ混ぜる。
火にかけて、こげないように混ぜレモン汁、少々を入
れる。かたさは好みですが、なめらかに。

シ リ ア 料 理
味と香りで感じる！
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ＮＥＣワープロ・パソコン専門店 
文具・事務用品・紙製品 
スチール家具・ＯＡ機器 



　協会では去る5月29日勤労福祉会館研修室において、
第34代なごや民間大使アージム・シンサランさんをお
迎えして、文化講座｢モンゴルってどんな国｣を開催しま
した。出席者は32人で､写真投影によるモンゴル紹介の
後、質問に答えていただきました。要約をお知らせしま
す｡
　故郷のフブスグル県には透明度の高いフブスグル湖が
あり､モンゴルのスイスと呼ばれて､美しい景色が広がっ
ています。冬はマ
イナス50度にも
なり､モンゴルで
も寒い地域です。
夏にはブルーベリ
ーなどの野生の果
物がいっせいに実
り、採りに行くの
が楽しみでした。
　日本語を習得しようとしたきっかけは日本への関心で
した。民主化が始まった90年代以降、「おしん」ブーム
などもあって発展した日本には憧れがありましたし、発
展の鍵は一体何なのか知りたくなりました。現にウラン
バートルには日本へ行きたくて日本語を学んでいる生徒

が大勢います。
　かつてモンゴル人には土地を所有するという概念はな
く、土地に縛られるということはありませんでした。し
かし、今首都では定住者が多くなっていて、インフラの
整備が追いつきません。
　モンゴルには馬頭琴、民謡のオルティンドーやホーミ
ーという歌唱など独特な文化があります｡モンゴルの変

わらない独特の文
化や心と同時に、
変化している現代
社会についても伝
えていけたらと思
っています｡
　草原の旅行につ
いては何の心配も
いりません｡女性

はフレアーの大きなドレス(大きなスカーフで結構)さえ
あれば、どこでもすべてトイレです｡ぜひ満天の星を見
に来ませんか｡

モンゴル国
首　　都　ウランバートル
面　　積　156万4,100平方キロ(日本の約4倍)
人　　口　247万5,400人(2002年)
主要言語　モンゴル語
宗　　教　チベット仏教(ラマ教)
通貨単位　トグルグ
一人当たりのGDP　50.1万トグルグ
　　　　　　　　　　（約445米ドル.2002年）

講師紹介
アージム・シンサランさん
モンゴルの北部､ロシアと国境を接
するフブスグル県出身。首都ウラン
バートルの日本語学校で日本語を学
び、1998年から99年にかけて現地
でＪＩＣＡの通訳、秘書として勤務。
その後来日し、静岡大学大学院を今
年3月修了。4月から民間大使を務めています。姓名は
日本と同じで前が姓､後が名前だそうです。

美しいフブスグル湖畔。この地域は
「モンゴルのスイス」と呼ばれています。

どこまでも続く草原と雪を頂いた山々。
モンゴル人の生活は家畜と共にあります。

緑の大地と川の流れ。
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情報・安心・交流の拠点 

豊川市内郵便局 

あなたの郵便局 

趣味の民芸・土産・造花フラワー店 

（株）林電工 

恋のれん結び堂 
造花フラワー師範　林　叔子 



　私は、豊川市国際交流協会がJICAの要請で行ってい
る、青年招へい事業で来日する青年のホームスティを受
け入れるボランティア活動をしています。
　10年程前になりますが、主人の仕事の関係でマレイ
シアに滞在し、当地の生活に戸惑いながらも、自然や文
化そして買い物にと興味を持つ毎日を過ごしておりまし
た。そんな折り、豊川のふるい友人が「豊川市国際交流
協会の活動」の一環で来馬（マレイシア）し、私の知識
のすべてを尽くし、異国の町「クアラルンプール」を紹
介し「ツアーで来ては、とてもここまで感動できない」
と感激され、喜んで帰っていただきました。
　その後、私も帰国し、友人から国際交流のボランティ
ア活動にお誘いを受けた時、国際交流とはなんだろうと
考えました。外国の人と交流を深めるといっても、普段、
私たちが外国人と交流する事はほとんど無く、言葉も解
らず、宗教も異なり、相手をお互いに理解し合い、交流
する事はとても難しいと思いました。せいぜい私に出来
ることは、私たちの現状を見てもらい、説明することで
精一杯です。
　マレイシアに滞在していた時、同じマレイシア人であ
りながら、中国系とマレー系とがいがみ合って暮らして
いる様子を見て、人種や宗教の壁は、日本人の私たちに
は理解する事が出来ない大きな溝がある事を目のあたり
にしました。とは言いながら、国際交流のスタートは、
外国の人たちに日本や日本人の現状を紹介することであ
る事から、豊川市国際交流協会のボランティア活動の中
からホームスティ部会を選び、参加させていただくこと
に致しました。
　ホームスティ受け入れのお世話を始め、2年目の秋に、
以前、日本に滞在した事のあるマレイシアからの青年を
受け入れることになりました。1年目の経験を基に、我
が家なりに計画を立て、金曜の夜に迎えに行き、狭い我
が家でマレーシアでの暮らしや思い出話でその夜は盛り

上がりました。
　土曜日は、朝早くから豊川の歴史的な建物や名所・旧
跡を案内し、「魚」と「野菜」での限られた料理をご馳
走し、出来るだけの歓待をしました。日曜日も前日の残
り分を案内し、私たちが予定したスケジュールも終りか
けた頃、彼が「日本の秋をちょっと見たい」と話し出し
ました。
　確かに、マレイシアは常夏の国。常緑樹に覆われて
おり紅葉はありません。自然も有りなんと、秋を探しま
した。確かに日本の季節は秋でしたが、まだ始まったば
かりで豊川にはまだ紅葉を見られる所はありませんでし
た。かといって、紅葉が始まっているだろうと思われる
茶臼山に行くには、もう時間が無く、紅葉など何処にも
無いだろうなとは思いながらも、むげにも断れず近くの
宮路山に連れて行き、「探したけれどもなかったね」と
言って納得させ、山頂からのきれいな展望を見せてその
代わりにする事にしました。
　車で山頂下の駐車場にいきましたが案の定、まだ秋に
は早く、それでも黄色に色づき始めた枝がちらほらと見
える程度でした。「山頂に登ろう！」と言って、休憩所
を作った時の工事用の道を登り始め、角を左に曲がった
時、なんと「真赤な葉っぱ」が眼に飛び込んできたので
す。ちょうど紅葉の箒を逆さに立てたような、身の丈ほ
どの細い木が1本、山道の谷側近くにぽつんとあったの
です。工事が終わり、道の補強にと植えた若木だったよ
うでした。「まさか！」と思いましたが、彼には「あっ
たよ。小さいけど、これで勘弁して頂戴ね」と言いました。
私には何という木か、名前は判りませんでしたが、本当
に真赤な紅葉でした。まるで彼を待っていたとばかりに
思われました。
　彼はこの2日間で一番の良い顔をしていました。写真
を何枚も、近くから、遠くから、紅葉だけを、彼と一緒
に、私たちと一緒に撮っていました。暫し佇み、山頂に
は登らずにそのまま帰りました。
　次の朝、彼は帰っていきました。満足した顔で・・・。
その後ホームスティを引き受ける度にこの事を思い出し
ます。

JICA青年招へい事業
         20周年記念エッセイコンテスト

入選作品　　御油町　作間　孝子
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お問い合わせ、申込みは 

旅行の総合デパートを目指す 

当社へ是非お願いします 

国 内 旅 行 ・ 海 外 旅 行  
 



ワールドウオッチングサークルでは下記の要領でロ
シア料理を味わう会を開催します｡
目　的　専門店の雰囲気に浸りながら、ロシアの文化と

食事のマナーを学びます｡
日　時　９月10日(金)12:00 ～ 15:00会食。ただし、

11:15協会事務局前へ集合して、乗り合わせて
出発します｡

場　所　豊橋市花園町「バイカル」
会　費　2,500円（ソフトドリンク付き）
定　員　22人
申込み　8月22日(金)までに電話で協会事務局へ｡
　　　　定員になり次第締め切り｡

日　時　10月17日(日)午前10時から12時30分まで
場　所　勤労福祉会館調理実習室
定　員　40人
受講料　無料
講　師　マリッサ・サイトウさん
申込み　９月21日から電話で先着順に受付けます。

　来年の愛知万博に因み万博版どんな国シリーズを開催
します。豊川市がホストシティーのフィリピン、ペルー
の２カ国の特集です。
日　時　10月24日(日)午後２時から４時まで
場　所　勤労福祉会館大研修ホール
受講料　無料
定　員　150人
申込み　９月21日から電話で先着順に受付けます。

　下記の要領で3講座を開催します。応募締め切りは
いずれも9月15日(水)、受講料は会員4,000円、一般
6,000円で、テキスト代が別途かかります｡
☆基礎英会話（昼間）　入門者向け
　日　時　10月6日～ 12月15日　毎週水曜日
　　　　　午後1時30分～ 2時45分
　定　員　30人
☆英会話　初級（夜間）　初心者向け
　日　時　10月７日～ 12月９日　毎週木曜日
　　　　　午後７時30分～８時45分
　定　員　30人
☆ボランティア通訳講座（夜間）　英検２級程度
　日　時　10月８日～ 12月10日　毎週金曜日
　定　員　20人
●申込み　電話で協会事務局へ。定員を超えた場合は抽

　選です｡

◆マレイシア訪問報告記◆
事務局　　青山育子　

　去る6月26日から7月3日まで、豊田事務局長はじめ
会員7人が個人旅行でマレイシアを訪問しました。目的
は、パマジャ（４ページ参照）のラーマン会長と、今年
12月に予定されているマレイシアからのジュニアフレ
ンドシッププログラムについての打ち合わせでした。ま
た、来年度からの豊川市の中学生派遣プログラムも話題
にのせて、その実現に向けて話合いをしました。マレ
イシアは2010年完成を目指して首都移転の真っ最中で
す。赤道直下の、太陽より熱く燃えているこの国での体
験は、豊川市の子供たちに新しい何かを呼び起こすと信
じます。これを機会にマレイシアとの関係をますます多
面的に、広く、密にする必要があると感じました。

ロシア料理を尋ねて 外国語講座受講生募集

万博版
世界の料理教室「ペルー料理」

文化講座万博版
「フィリピン・ペルーってどんな国」

INFORMATION
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