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10 月 3 日（水）広島県の帰国者を対象に職場見学・交流会を開催しまし
た。尾道市因島にある万田発酵株式会社では，実験農場や発酵棟などを見
学しました。社員から暖かく迎えられ丁寧な説明を受けました。酵素を使
って栽培されたジャンボ農産物には驚かされました。「安心・安全・環境
にやさしい」という農業や農産物加工への取り組みに帰国者は高い関心を
示していました。千光寺公園では展望台からの瀬戸内の景色を堪能しまし
た。帰国者たちは天候に恵まれ，充実した一日を過ごしました。
10 月 22 日（月）岡山県・広島県・香川県の帰国者を対象に健康増進交流
会を開催しました。それぞれの県から岡山県赤磐市に集まり，グラウンドゴ
ルフを行いました。プレイ参加者が 57 人もいて進行が大変かと思われました
が，コースが４面もあるなど施設が充実していたことや，当センターの同講
座受講生による指導や採点などの協力のおかげで，スムーズに進めることが
できました。他県の人と触れ合うことができ，天候にも恵まれ，有意義な交
流会となりました。

10 月 27 日（土）山口県の帰国者を対象に社会見学会を開催しました。島根県へ出向
き，水族館見学と陶芸体験の二手に分かれました。バスの中では，宇部と岩国の帰国
者が久しぶりの再会を喜び合いました。親族間でも普段は集まる機会がないため，こ
の交流会で会えるのを楽しみにしている様子でした。また，一人暮らしの帰国者 1 世
は普段は人と話をする機会がないとのこと。年に一回の交流会を楽しみにしていると
聞き，今後は高齢帰国者が中心となるような交流会を検討していきたいと思いました。

11 月 10 日（土）愛媛県の帰国者を対象に社会見学会を開催しました。徳島
県の大歩危峡で川下りを体験しました。帰国者は船上から見る断崖の迫力に
圧倒されていました。祖谷のかずら橋は，吊り橋のため，一歩踏み出すたび
に大きく揺れました。床板の隙間がとても広く，スリル満点でしたが，全員
渡りきることができました。最後に秘境の湯で温泉につかり，リラックスで
きたようです。愛媛県の帰国者にとっては年に一度の社会見学会ですが，一
日で様々な体験ができ，満足された様子でした。

11 月 18 日（日）広島市で「国際交流・協力の日」が開催され，当センター
も参加しました。一般の人にもっと中国帰国者について知ってもらいたいとパ
ネルを展示し，太極拳演武服の試着や中国結び体験を行いました。太極拳演武
服の試着コーナーでは記念撮影をする際のポーズを帰国者がアドバイスするな
ど，交流を楽しみました。中国結び体験コーナーでは，帰国者が身振り手振りで積極的に結び方を教
え，出来あがると来場者と一緒になって喜びました。全体の来場者は例年に比べ少なかったようです
が，当センターのブースを訪れる人は途絶えることがないほどの盛況ぶりでした。
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宮島にて

10 月 31 日（水）～11 月 2 日（金）中四国
ブロックの帰国者を対象に福岡定着促進セ
ンター出身者交流会を開催しました。1 日目
は岡山，香川，高知の参加者が広島へ移動し，
宮島を散策しました。2 日目からは広島の参
加者も加わり，福岡へ向かいました。柳川下
り，太宰府天満宮参拝など福岡を満喫しまし
た。3 日目は閉所後のセンターを見学しまし
た。老朽化が進み，変わり果てた建物の前で
ずっと泣いている帰国者の姿が印象的でし
た。昼食交流会では九州支援･交流センター
の夕陽紅歌舞団が様々な演芸で盛りあげて
くださる中，当時の先生方や同窓生との再会
を抱き合って喜びました。先生方は日本語が
上手になり，日本の生活に馴染ん
だ様子の帰国者に安心され，思い
出話に花を咲かせていました。

柳川川下り

↑懐かしい看板と共に…
今もお元気な先生方
交流会は大盛りあがり！→

日中国交正常化 40 周年，中国残留孤児援護基金創立 30 周年を記念して，
「中国帰国者生活文化作
品展」が中国残留孤児援護基金の主催で開催されました。全国の中国帰国者から応募された作品は
400 点を超え，その中から 40 点が入選しました。中四国ブロックからは広島県の岩井梅子さん，閻
俊玉さん，小川昌夫さん，愛媛県の久米傑さんの 4 人が入選し，東京で行われた記念セレモニーに
出席しました。セレモニーは厚生労働大臣官房審議官や中国大使館公使の祝辞から始まり，入賞者
には記念品と賞状が贈呈され，受賞者は晴れやかな表情で入賞を喜んでいました。帰国者のみなさ
んが持っている特技や才能を発表する場が，今後ますます増えていくことを期待しています。

閻さん

久米さん

岩井さん

岩井梅子さんの作品

小川昌夫さんの作品
久米傑さんの作品
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閻俊玉さんの作品

9 月 30 日（日）岡山県帰国者友の会が自立促進研修を開催し，当センターの
職員も参加しました。この研修は毎年行われ，今年は 150 人近い参加者となり
ました。今回の内容はデイケアについての説明でしたが，帰国者向けの高齢者
施設設立の提案などもあり，真剣に耳を傾ける帰国者を目にし，身近な問題と
してとらえている様子がうかがえました。県庁職員や支援相談員も参加してお
り，支援が充実していることを実感しました。

帰国者２世の向井さんが，介護職員としての第 1 歩を踏み出しました。向井さ
んは，当センターの日本語とパソコンコースの受講生です。前職の退職をきっか
けに介護職への転向を決め，ホームヘルパー2 級講座を受講しました。受講にあ
たっては中国残留孤児援護基金の「ホームヘルパー養成及び介護関連資格取得援
助事業」を利用し，受講料の一部援助を受けることができました。研修レポート
や介護日誌の作成では日本語の面で大変苦労されたそうです。
9 月末に就職が決まり，現在は研修中。朝早くから仕事をし，夕方から夜間中
学にも通うという超ハードスケジュールにもめげず頑張っています。施設のスタッフや利用者さ
んとの関係を大事にしながら，日々過ごしているという向井さん。
「日本の皆さんにお世話になっ
たので恩返ししたい。」という笑顔がとても素敵でした。
高知県在住の帰国者 福沢俊傑さんからの投稿です。
『道』
月日は移ろい，歳を重ね，白髪が混じるようになった帰国者は，広島の帰国者センターの計
らいにより，2012 年 11 月 2 日に旧福岡センターを訪ねた。時が流れて環境も変わり，見渡
す限り荒れ果てて，雑草は生い茂り，扉は倒れてガラスも割れ，塵に被われたもの寂しい光
景に，涙を禁じ得なかった。20 余年の歳月は瞬く間で，人の去った空き家は生気も消え去っ
ていた。塵に埋もれたセンターの看板を抱き起こし，忘れられない思い出とともにカメラに
おさめた。これがセンター修了後初めての再会で，あるいは最後の再会になるかもしれない。 福沢俊傑さん
「夕陽 限り無く好し，まさに 黄昏に近し」という漢詩は悲観的にも思えるが，哲学的には，
人生の集大成に向けての激励とも取れる。無限に美しい夕暮れを惜しみ，片時も無駄にせず努力すれば，実
り多い黄昏を過ごせるはず。真に無限ですばらしい時を手に入れ，それぞれの人生を歩みたいものだ。

～センターからの送付物継続希望調査終了のお知らせ～
センターでは「七色花」 第 30 号～第 32 号の送付時 3 回にわたり，センターからの送付物継続
希望調査を行ってまいりました。同封していたハガキを返信いただいた帰国者の皆さまには各種
送付物を引き続き送付させていただきます。なお，来年 1 月からはハガキを返信されなかった帰
国者の皆さまには送付を中止させていただきますので，ご了承ください。

12 月 7 日

東広島・福山社会見学会〔広島県〕

1 月未定

日本語講師研修会〔広島県〕

投稿募集

編集後記

あなたも「七色花」に記事を載せてみませ
んか？みなさんからの投稿を募集していま
す。内容は日々の生活の出来事や中国での思
い出，わたしこんな特技がありま～す，など
何でもかまいません。原稿は 400 字程度で，
持参，郵送，FAX，メールでお願いします。
みなさまからの記事をお待ちしています。

突然ですが，みなさんは空を見あげていますか？私は秋から冬にか
けて何だかセンチメンタルな気持ちになり，空を見あげることが多く
なります。夕暮れ時に西の空が茜色に染まると中国留学中に一人旅に
出かけた列車の窓から見た長春のでっかい夕陽を思い出します。中国
は広いから夕陽も大きいんだなと本気で思いました。
さて，今年も早いものであと 1 か月となりました。来年もセンター
職員は中四国各地を飛び回り，みなさんの笑顔に会いに行きます。健
康に気をつけて良い年をお迎えくださいね。（田中）
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峠撹 24 定 12 埖 1 晩 窟佩

【窟佩宀】

（甜方埖窟佩／定 6 指）

嶄忽・膨忽嶄忽拷忽宀屶址・住送嶄伉
芙氏牽跋隈繁 鴻戯⑮芙氏牽跋亅咏氏
〒732-0816 鴻戯偏掴曝曳嵶表云隨 12－2
TEL ０８２－２５０－０２１０
FAX ０８２－２５４－２４６４
E-mail chushikoku-center@festa.ocn.ne.jp

10 埖 3 晩（巓眉）參鴻戯⑮議拷忽宀葎斤℡訟一阻二匍歌鉱僥楼･住送
氏｡宸肝歌鉱僥楼議二匍嵐弥窟粛幄塀氏芙了噐硫祇偏咀戯,壓宸戦才寄社
匯軟歌鉱阻糞刮滴魁參式窟粛片｡垢皆議垢恬繁埀犯伉議㏍拷忽宀序佩阻讐
盾傍苧｡心欺聞喘粛殆墺凍議賞寄滴恬麗,綜繁寄郭匯妾｡宥狛宸肝歌鉱聞拷
忽宀互業範紛欺阻晩云滴匍參式滴恢瞳紗垢議｢芦伉･芦畠･桟隠｣悶狼｡岻朔
壓認高紡巷坩議婢李岬匯誓阻紆薩坪今議胆尚｡輝爺欠才晩哲,才寄社匯軟
業狛阻割糞議匯爺｡

10 埖 22 晩（巓匯）參股表⑮･鴻戯⑮･㌧寒⑮議拷忽宀葎斤℡訟一阻陥序
宗慎住送氏｡光倖⑮議拷忽宀匯鹿股表⑮橿斗偏,序佩阻痴低互櫛健白寄氏｡歌
琵宀慌柴 57 繁,輝兜圓㌫壓糞仏扮謹富氏囑欺匯乂是佃,辛頁白魁圭中廨壇葎
拷忽宀彈姥阻 4 翠白魁,壅紗貧嶄伉議僥埀犯伉議峺擬旺主減阻柴蛍垢恬,壓寄
社議寄薦亅廁和,屁倖住送氏序佩議掲械乏旋｡宥狛宸肝住送試強,音叙戻互阻
宗慎陥序,珊崙夛阻才麿⑮拷忽宀住送議字氏,扮穴爺賑這席,辛參傍頁匯肝掲
械嗤吭吶議住送氏｡

10 埖 27 晩（巓鎗）參表笥⑮拷忽宀葎斤℡訟一阻芙氏鉱彫氏｡欺阻戯功⑮,試強蛍
撹歌鉱邦怛鋼才悶刮盲簒曾怏｡壓淫概坪,嚴何才冫忽曾仇曝議拷忽宀消朔嶷穴,鯉翌浪
埣｡峠扮,軸聞頁牌奉岻寂匆佃誼需中,俊彭宸肝試強聞寄社嗤阻住送議字氏｡緩翌,象匯
了鏡肖議拷忽宀 1 旗傍,峠扮載富嗤傍三議字氏,斤宸匯定匯肝議住送試強耽肝脅宇彭自
寄議豚杜,葎緩嶄伉壓書朔珊俶勣謹謹柴皿參互槍拷忽宀葎麼議住送試強｡

11 埖 10 晩（巓鎗）參握翅⑮議拷忽宀葎斤℡訟一阻芙氏鉱彫氏｡遍枠壓蟻
戯⑮寄化裡録歌紗阻核巻悶刮,壓巻貧寄社糞糞壓壓湖鞭欺阻曾斡傅兮蒸謁議
賑米｡岻朔栖欺怕紅議茸儲播,耽㏍念濯匯化,脅氏擬崑虚播辧辧畏畏｡虚播直医
岻寂議血篭嗽掲械議寄,綜繁季媾伉妾,輝隼恷嶮珊頁耽倖繁脅峠芦涙並議狛阻
虚播｡恷朔揮彭寄社壓兆葎蜘廠岻明議梁畑兆侭喝牢渠阻匯爺議藤斥｡斤噐握翅
⑮議拷忽宀遇冱埋隼匯定叙嗤匯肝宸劔議試強,徽頁壓宸匯爺戦才寄社歌紗阻
光嶽光劔議試強,錬李寄社氏諾吭｡

11 埖 18 晩（巓晩）喇鴻戯偏訟一阻｢忽縞住送･亅薦晩｣,嶄伉処緩字氏匆匯
軟序佩阻歌婢｡葎阻斑厚謹議繁阻盾範紛嶄忽拷忽宀,壓氏魁貧婢幣阻㌢購議夕
医,珊揖扮訟一阻編刊湊自鉢捲廾父唹才僥恂嶄忽潤宸曾㍻悶刮試強｡耽輝嗤栖
塩刊湊自鉢捲廾藻廷扮,拷忽宀祥氏恂幣袈強恬縮栖塩畏夛侏,住送魁中議賑荊
掲械蛮尿｡壓僥恂嶄忽潤扮,拷忽宀返委返議縮栖塩泌採恂嶄忽潤,頼撹朔褒圭脅
仞浪音厮｡畠魁栖塩熟吏定㌢曳嗤侭受富,辛頁壓嶄伉議廨譜氏魁侃,栖塩坿坿音
僅,辛參傍頁寄鞭散哭｡
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幸戯匯嗄

10 埖 31 晩（巓眉）～11 埖 2 晩（巓励）
參嶄膨忽仇曝議拷忽宀葎斤℡訟一阻牽股協
彭陥序嶄伉潤匍宀住送氏｡及 1 爺,栖徭股表､
㌧寒､互岑議拷忽宀廨殻枯欺鴻戯,壓幸戯玉
壙匯嗄｡及 2 爺,祉栽鴻戯議拷忽宀,寄社匯軟
㏍牽股竃窟｡宸匯爺悶刮阻遭寒核巍､歌維阻
湊墸軒爺諾幸吉,吋㌻阻牽股議胆尚｡及 3 爺
欺恵阻厮将購液議協彭陥序嶄伉議症峽｡屁
倖秀廏麗脅厮析俥晒,心欺宸中朕畠掲議秤
尚,嗤議拷忽宀音叙糲隼節和,綜壓魁宀礪隼
音厮｡宸爺和怜湘巒屶址･住送嶄伉珊怏岶阻
喇拷忽宀麼一議櫓剩碕梧玲妖葎寄社⑭貧光
嶽娼科燕處｡凪寂寄社慌揖蛍㌻阻消朔嶷穴
議浪埣｡心欺寄社議晩囂曳貫念勣送芥載謹,
旺拝幟愁癖哘阻晩云議伏試,宸斤參
念議析弗栖傍頁恷寄議仞凌｡

遭寒核巍

↑喧軟壇慴吮吏劣…
垳光了析弗喟垓定煤！
住送氏議腹趨！→

書定頁晩嶄嗔挫秀住 40 巓定,嗽頁嶄忽火藻溝隅址擦児署幹譜 30 巓定,葎緩嶄忽火藻溝隅址擦児署
麼一阻｢嶄忽拷忽宀伏試猟晒恬瞳婢｣｡栖徭畠忽光仇哘尢議嶄忽拷忽宀恬瞳柴 400 謹周,貫凪嶄娼伉僉
竃阻 40 ㍻資襲恬瞳｡宸凪寂嗤栖徭嶄膨忽仇曝議 4 兆嶄忽拷忽宀,麿(慢)断蛍艶頁鴻戯⑮議冫小歎徨溺
平､冰拭囁溺平､弌寒拐健枠伏才握翅⑮議消致旬枠伏｡孚頭嶄議 3 了歌紗阻壓叫奨訟一議遺襲灸撰｡搾
伏斥強寄骸郊型蕪咏郊才嶄忽寄聞鋼巷聞匆廨殻枯栖歌紗阻遺襲灸撰,旺崑參廝簡｡氏貧㏍光了鞭襲宀
遺窟阻襲彜才射廷瞳,遺襲扮耽了鞭襲宀仞浪議燕秤公繁藻和佃梨議咫℡｡壓緩,嶬伉豚棋書朔繍氏嗤厚
謹窟燕拷忽宀嘉嬬才蒙海議字氏!

冰溺平

消致枠伏

冫小溺平

冫小歎徨溺平議恬瞳

弌寒拐健枠伏議恬瞳
消致旬枠伏議恬瞳
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冰拭囁溺平議恬瞳

9 埖 30 晩（巓晩）喇股表⑮拷忽宀岻嗔氏訟一阻徭羨陥序冩俐氏,輝爺,云嶄
伉議垢恬繁埀匆枯肇歌紗阻宸肝試強｡宸㍻冩俐氏耽定脅氏協豚訟一,書定嗤繍除
150 兆歌紗宀｡宸肝議冩俐麼籾頁購噐晩寂擦尖議傍苧,輝霧欺柴皿蝕譜參互槍拷
忽宀葎斤℡議劍析譜仏扮,坪否膚式欺寄社書朔議俳附諒籾,耽了拷忽宀脅油議掲
械廨廣｡⑮愈議垢恬繁埀才屶址㌢霧埀匆匯軟歌紗阻宸肝冩俐氏,斑繁侮侮湖欺股
表佩屓屶址議割糞來｡

宸肝㏍寄社初府議頁拷忽宀 2 旗㏍小溺平,書定慢濯竃阻恂葎擦尖垢恬繁埀議
及匯化｡㏍小溺平頁云嶄伉晩囂讐恙才窮辻讐恙議僥埀｡育昧彭念匯倖垢恬鈷了議
曜岼,爾窟阻慢廬佩擦尖垢恬議畳伉,岻朔慢烏兆僥楼阻社優擦尖埀 2 雫讐恙｡購噐
讐恙継喘,宥狛賦萩嶄忽火藻溝隅址擦児署議｢社優擦尖埀凍儺式函誼擦尖購銭彿
鯉址廁並匍｣議温廁,賦萩欺阻何蛍僥継｡象慢云繁傍,僥楼豚寂泌採喘晩囂慕亟冩
俐烏御參式擦尖晩芝頁恷綜繁彬辻庶議並隅｡
書定 9 埖挑孀欺阻仟議垢恬鈷了,⑬壓珊壓冩俐豚寂｡垢恬蝕兵議掲械壼,欺阻
絡貧慢珊釈隔貧彭匚寂嶄僥,匯爺議晩殻芦電議掲械議諾,辛頁慢云繁挽壓徇徇音城議適薦｡壓垢恬
鈷了貧,耽爺脅勝薦吾挫才譜仏岼埀參式旋喘宀議購狼｡諾中丶否議㏍小溺平傍祇｢壓晩云覚檀謹圭
孚綱,⑬壓錬李謹富嬬葎寄社勝徭失匯芸薦｣｡
和中議誘後栖徭互岑⑮拷忽宀牽夾拭旬枠伏
『揃』
扮高橢樂,蜂半褒餧議拷忽宀断,壓鴻戯嶄伉議娼伉芦電和,噐屈○匯屈定噴匯埖屈
晩壅恵牽股症嶄伉｡扮狛廠濡,厮頁諾朕残累,墫課還伏,壇宜横詮哩,子馨固仇議奈噌尚
℡,鋤音廖糲隼節和｡屈噴謹定議槙埖,起峺匯屍寂,辛厮頁繁肇型腎,畠涙伏字｡喧軟宜壓
馨輿嶄議嶄伉兎徨,計計田和宸佃梨議芝吮｡宸匆俯頁率匯議匯肝中斤,匆辛嬬頁恷朔議
藻唹｡“櫓剩涙㍉挫,峪頁除仔肢”貌窄頁丑鉱議鮒鞘,辛壓學尖貧頁壓爾潜,勣寇炉涙㍉挫
議櫓剩,峪尸劾櫓,業狛音峠群議仔肢｡寔屎尸誼涙㍉挫議寄挫扮高,恠竃音揖議繁伏岻揃｡

牽夾拭旬枠伏

～購噐錬李写偬俊辺栖徭嶄伉喨周距臥嶮阻議宥岑～
嶄伉徭及 30 催～及 32 催｢鈍弼雑｣,柴 3 肝㏍光了窟竃阻購噐頁倦写偬錬李俊辺栖徭嶄伉喨周議
距臥｡斤繍昧佚匯揖篠肇議苧佚頭喨指公嶄伉議光了拷忽宀,壓書朔,嶄伉挽写偬㏍光了喨篠栖徭嶄
伉議光嶽宥岑才弌烏｡壓宸戦壅肝戻佰寄社廣吭,貫苧定 1 埖蝕兵,斤短嗤繍苧佚頭喨指公嶄伉議光了
拷忽宀,嶄伉書朔繍音壅㏍艇喨篠光嶽宥岑式弌烏,尋萩光了疎盾｡

12 埖 7 晩

叫鴻戯・牽表芙氏鉱彫氏〔鴻戯⑮〕

尢鹿誘後
艇音錬李委徭失議猟嫗鞠墮壓「鈍弼
雑」貧宅？壓緩㏍寄社尢鹿後周，坪否音㍉，
辛參頁晩械伏試末並，匆辛參頁弖吮吏劣，
賜宀頁初府廨㍻侭海。圻後議忖方㍉ 400 忖
參坪，誘後辛岷俊僕欺嶄伉，宥狛喨篠、勧
寔呀辛。
豚杜寄社持自啝埔議誘後！

1 埖隆協

晩囂讐弗冩俐氏〔鴻戯⑮〕

園辞朔芝
掲械丹蛋議諒寄社匯倖諒籾,甜櫛氏音氏箕遊李匯李爺腎?音岑
祇葎焚担,耽穴拍喬厘祥氏嗤乂謹且鋲湖,械械氏音岑音状李彭爺腎
竃舞隅｡蒙艶頁欺阻櫓剩晩鯛,碕麓演半廉圭屁頭爺腎扮,祥氏斑繁㌫
軟輝定肇嶄忽藻僥豚寂,未貧匯繁岻唾,宥狛双概完笥心欺議海敢椎
寄寄議櫓剩扮議秤尚｡輝扮寔參葎鴻寄嶄忽議櫓剩匆頁鯉翌議寄｡
扮高敬陛,書定珊嗤 1 倖埖祥勣狛肇阻｡葎阻心欺寄社諾中議散
冲,嶄伉議光了垢恬繁埀苧定珊氏音唯恠恵嶄膨忽議光仇曝,葎緩萩
寄社匯協謹謹隠嶷附悶,哭栖胆挫議仟議匯定!（弥嶄）
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