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   2月20日、Zoomで世界に住む人たちとつながり、コロナ禍における生活や

政策などについて、生の声を聞くイベントを開催しました。アメリカ・オース

トラリア・ブータン・ベトナムから4名のゲストを迎え、23名の参加者がいろ

いろお話を聞きました。

   新型コロナウイルス感染症がもう一年以上世界

中を苦しめています。半田国際交流協会も活動が

停滞していますし、皆さんの健康や経済活動も大

変な状況にあります。この機会に、世界のコロナ

の状況がどのようになっているのかを情報交換し

たいと思います。こうした状況を一緒に乗り切っ

て、コロナが明けたら皆さんとリアルにお会いし

たいと思います。ワクチンの供給が円滑に行わ

れ、世界の人たちとまた交流できる日が来ること

を祈っております。

知るコロナ、つながる世界 を開催

インターナショナル・トークカフェ

世界からのゲスト

＂＂

ミオビショフ片山 理絵

ブータンの首都ティンプーに在住。

小中高一貫の私立ペルキルスクールの

小・中校長と、ブータン柔道協会の

特別顧問。

ベトナムの首都ハノイ市に在住。

半田市の印刷会社のベトナム法人社員。

オーストラリア クイーンズランド州

ブリスベン市に在住。ブリスベンで一番大きい

保育園の、5歳児クラス担任。

姉妹都市のアメリカ ミシガン州ミッドランド市

に在住。シンガーソングライター。

高校生交換プログラムで、2011年に半田市に滞在。

ハーディ 牧子ラバンミン

松石奉之会長挨拶

国際理解・交流推進委員会
鈴木雅貴委員長が進行

▲生活困窮者のための
   お米の無料ATM

▲インドとの国境閉鎖

▲東海岸にあるブリスベン

マスク姿の
甥っ子たち
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◆感染したかもしれない場合、どうしますか？

◆コロナの状況は？

◆生活はどのように変わりましたか？

◆国の政策は？

◆ロックダウン時の生活は？

（2021年2月20日開催）

◆学校生活は？

◆日本はどのようにみえますか？

   感染者数は今のところ 866 人、死亡者数は 1 人。

ブータンは世界最貧国 25 か国に入る経済的に貧しい

国ですが、王様のリーダーシップの下、国民もきちんと

ルールを守っています。

   最初の感染者が出た次の日に国境を閉じ、全ての観

光客のビザをキャンセルしました。現在はブータン人

も含め、入国する人は 21 日間の隔離義務があります。

ブータンの歳入は、一番目は水力発電、二番目が観光業

ですので、観光業に携わる人を助ける王様の支援機関

が整備されました。今回のコロナで生活苦による自殺

は 1 件も起きていません。

   今までに 2 回ロックダウンが行われました。1 回目

は 21 日間、12 月から始まった 2 回目は 42 日間。ロッ

クダウン中は、小さい区域に分けられ、1 家族 1 人が決

まった時間に 3 時間くらい、その区域内で買い物して

も良いというシステムがとられました。

◆感染したかもしれない場合、どうしますか？

   ちょっとでも症状を感じれば、フルクリニックとい

うところで検査を受けます。検査は無料。何回も検査を

する人がいるほど、政府は徹底的に検査をします。

   3 月の初感染発覚後、学校は一時期全部閉校し、オ

ンラインに移行しました。家庭に PC や携帯がない子

ども向けに、国営テレビでボランティアの先生による

授業が始まりました。教育省はそれに合わせた教材を

作り、特に田舎の子どもたちに配りました。ラジオで

の授業や、ボランティアの若者による寺子屋のような

少人数教室もできました。

   ブータンは、ロックダウンで一気に抑え込む封じ込

め作戦を行いました。同時に、国が生活の保障をしてい

ます。日本は国民がすごく頑張っているし、優秀な研究

者も多いのに、なぜかコロナに対しては世界的に見て

決断が遅いように思います。また、生活苦で自殺を考え

る人がいるのはとても悲しいです。

   ブータンの人たちは、お寺を拝観したり、ピクニック

に行ったりしますが、それらは一時禁止になりました。

国技といわれるアーチェリーも大会が禁止に。一方、イ

ンスタを使ったレストランのテイクアウトやデリバ

リーなど、今まででは考えられなかったビジネスが若

者によって展開されています。

◆コロナの状況は？

◆生活はどのように変わりましたか？

◆国の政策は？

◆学校生活は？

◆日本はどのようにみえますか？

◆コロナ終息後は何をしたいですか？

   以前はバイクを運転する時だけマスクをしていまし

たが、今はどこへ行くにもマスクをします。一部のスー

パーではマスクをしていないと入店禁止、カラオケや

クラブも禁止、サッカーも禁止。出かける時はマスクを

つけないと15,000円くらいの罰金があります。また、

使用したマスクをきちんと捨てないと 15,000 円～

25,000 円の罰金があります。SNS に偽の投稿をする

と、70,000 円の罰金が科せられます。虚偽の健康申告

は投獄される可能性もあります。

   生徒はオンラインで学習します。

オンラインができない生徒は、

マスクをして学校で勉強します。

   ベトナムでは 1 月から 3 回目の波が来ているよう

です。感染者数は 2,500 人、死亡者数は 30 人くらい

です。

   医療ホットラインに電話して、医者の指示に従いま

す。入院して PCR 検査も受けます。

   日本はコロナの対応はいいと思います。日本という

と、忍者、サムライを連想します。現実は技術と経済が

とても発達している国だから、コロナ対応がいいのは

もちろんだと思います。

   コロナが終ったら、本社が半田市にあるので、日本

に行きたいです。友達にも会いたいです。機会があれ

ばベトナムのダナンというまちを訪れてください。

美しいビーチもあるし、有名な観光地もあります。皆

さん、気に入ると思います。

   各家庭に 5,000 円～10,000 円くらいの補助を

出しました。苦しい人を支援するために、米を無料で

配る米 ATM や 0 円スーパーができました。経済政策

としては、企業にも支援。企業減税と納税期間の延長

などです。

片山 理絵さん

ラ バン ミンさん

ブータン

ベトナム

インターナショナル
トークカフェ
知るコロナ、つながる世界知るコロナ、つながる世界
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◆ロックダウン時の生活は？

◆日本はどのようにみえますか？

   アメリカは感染者が多すぎて、今日だけで 70,000

人くらい。総感染者数も、ミシガン州だけで日本やオー

ストラリアを超えています。

   昨日感染した人は 5 人で、これまでの感染者数の合

計は 28,918 人。死亡者数の合計は 909 人。日本に

比べたら人数は少なく、1 日の数も平均 5 人くらいで

す。ずっとそんな感じが続いています。

   国の政策は、三つの柱があります。一つ目はジョブ

キーパー。売り上げが、ある時期の３０％減になった会

社の、正社員やフルタイム、パートに 2 週間に 1 度

1,500 豪ドル（10 万円強くらい）のお金を補助してい

ます。週 2 日しか働いてないパートにも、週 5 日働いて

いる人にも一律その額が出ます。二つ目は、ジョブシー

カー。コロナでまったく仕事がなくなった人へ、日本で

いう失業保険の増額がありました。三つ目はジョブメー

カー。エンターテインメントの仕事がなくなっている人

の援助と、若者を雇用した会社へ補助が多く出ました。

   州によってアプローチが違います。今年 1 月のブ

リスベンのロックダウンは 3 日間だけでしたが、そ

の間外出できるのは散歩のみ。その時はマスクを絶

対しないといけませんでした。スーパー等は家庭で

1 人だけ行けます。仕事は医療従事者を含むエマー

ジェンシーワーカー以外は自宅待機。学校も閉鎖さ

れました。マスクですが、警察がロックダウン中取

り締まりましたが、1 回目は注意で、マスクを警察

から渡され、それが複数回になると、おそらく州に

よって違いますが、1,000 豪ドル（80,000 円くら

い）の罰金があります。ロックダウン後、感染拡大が

ないという確認がされたら、マスクはしなくていい

ことになり、今はほとんどしている人はいません。

   オーストラリアのコロナ対応は、封じ込め作戦。

でも日本は、コロナと共にどういう風に生きていく

か、経済活動は多少縮小しても、GoToトラベルな

どをしながらだから、コロナの数が多いかなという

印象。日本はPCR検査の数が少ないと聞きました。

オーストラリアも他のゲストが話すように PCR

の検査数が多く、無償なので、そこに違いがあるよ

うに思います。オーストラリア人から日本人である

私への質問で一番多いのは、「オリンピックは本当

にあるんですか？」です。 本当によく聞かれます。

   以前は自分で運転してどこへでも行くスタイルでし

たが、ほとんどどこにも行かずオンラインでやってい

ます。スーパーもアプリで注文して、駐車場で車のトラ

ンクをあけると、スーパーの人が買ったものを積んで

くれます。あと、私はバーやレストランでライブ活動を

していましたが、全部閉店になったので、毎日ライブ配

信をして活動しています。

   トランプ大統領からバイデン新大統領に変わったば

かりで、いろんな政策がこれから変わっていくとみん

な信じています。以前は国の政策や対応策がなく、全て

州任せで、でも州はお金がなく何もできずに大変なこ

とになりました。失業の人、ホームレスの人がすごく増

えましたが、その対策もこれからあると思います。

   いつでも検査できるし無料なので、それはいいと

思います。ただ、重要な労働者、医療従事者は陽性で

も仕事に行かないといけないというルールがありま

す。最近病院に行ったとき、医者が「陽性になっても

僕はここにいます」と言ったのでびっくりしました。

   私は日本に行ったことがあって、日本人はマスク

を普通にすることや、基本的にルールを守る人が多

いことを知っています。コロナが広がってきたころ、

私はそのおかげでマスクに馴染めましたが、多くの

アメリカ人はそうではありませんでした。自由が好

きすぎると思います。

   一番は、早く家族と友達に会いたいです。そして、

人の前で歌いたい。ライブ配信は一方通行のコミュ

ニケーションだから、寂しいです。あとは、日本人

じゃないけど日本に帰りたいです。予定していた日

本での路上ライブツアーを早くやりたいです。

ミオ ビショフさん

ハーディ 牧子さん

アメリカ

オーストラリア
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   「いくら大変でも、頑張ります！！！」
   この言葉は来日前に誰もが教わり、私たちのスローガンになっています。あの
時日本語はまだ苦手だったので、その言葉の意味ははっきり理解できなかった。
今思えばたしかに正解でした。
   私は 2 年前に、30 歳で温和な気候の半田市に来て、専門が生かせる化学会社
で働いています。私の会社は日本人と外国人の差別がない会社で、会社の人たち
は優しいし、いつも応援してもらえてよかったと思っています。
   会社の人だけでなく、近所の人もよく食べ物をくれたり、日本語ボランティア
の先生に日本語を教わったり、友達が遊びに連れて行ってくれたりしています。
おかげで日本の生活も早く慣れました。心の底から皆に感謝しています。
   私と同じように、日本語と日本の技術を学ぶために日本で暮らす外国人がど
んどん増えています。ベトナム人も現在、半田市に 700 人以上滞在しています。
ベトナム人の友達も多く、よく集まって、うれしいことや寂しいことを聞かせて
もらいます。たとえば、実習生の一人は、日本人の先輩に毎日現場で叱られたり、
脅されたり、暴力を受けたりして、だんだんやる気がなくなってしまいました。
それにコロナの影響で生活も苦しくなって、我慢できなくなり、会社に黙って逃
走し、最後に犯罪の道に陥ってしまいました。その話を聞いてとても残念でし
た。
   生活はいつもスムーズなわけではないと思っています。私も日本語がまだ苦
手で、文化の違いや仕事がうまくいかなかったことで、孤独感、ホームシックに
かかったこともあります。でも困ったときは皆に相談してください。周りの人が
手伝ってくれるはずです。どこでも悪い人もいますが、優しい人も多いと信じて
います。
   最後に言いたいことは―   「大変ですが一緒に頑張りましょう！」

ファン チ クエット（ベトナム）

一緒に頑張りましょう！

年会費 個人会員

団体会員

法人会員（1口 5,000円）

・従業員数　 1名～29名

・従業員数　30名～49名

・従業員数　50名～

申込先：半田国際交流協会（雁宿ホール内1階）

ＴＥＬ：0569-26-1929　　ＦＡＸ：0569-26-1992
Ｅ-ｍａｉｌ：hia@poplar.ocn.ne. jp
HP：http://www.handakokusai.aichi. jp

こんにち ～るどわ
半田国際交流協会だより

発行／半田国際交流協会　半田市雁宿町1-22-1
ＴＥＬ：0569-26-1929　ＦＡＸ：0569-26-1992　　　

2,000円

10,000円

1口以上

2口以上

4口以上
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▲半田運河にて

▲来日前の家族写真

 

半田国際交流協会 総会のご案内半田国際交流協会 総会のご案内半田国際交流協会 総会のご案内

   令和 3 年度の半田国際交流協会総会は、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、書面議決

とさせていただきます。会員の皆様には、郵送に

てご案内いたします。

半田国際交流協会にご入会ください！

会
員
募
集

半 田 で
く ら す

・ブラジル

・ベトナム

・中国

・フィリピン

・韓国

・ペルー

・インドネシア

・ボリビア

・ネパール

・パキスタン

・タイ

・ミャンマー

・朝鮮

・米国

・台湾

・アルゼンチン

・スリランカ

・トルコ

・カンボジア

・インド

・オーストラリア

・英国

・ドイツ

・カナダ

・ナイジェリア

・パラグアイ

・ルーマニア

・ロシア

・シリア

・チリ

・ポーランド

・イラン

・ウガンダ

・エストニア

・オーストリア

・サモア

・スウェーデン

・タンザニア

・トルクメニスタン

・ニジェール

・ニュージーランド

・フィンランド

・フランス

・モロッコ

・モンゴル

・経過滞在

半田市在住の外国人は
どこの国から？

4,252人（昨年4,550人）
半田市外国人の人口 

半田市の人口  119,238人

｢半田市の統計表より｣

（2021年3月1日現在）


