
Você deve achar que os rios de 

cidades grandes são sujas e não há 

peixes, não é?  

Você encontrará com vários seres 

vivos dentro do rio. 

Vamos aprender a nos divertir nos 

rios de cidades grandes de forma 

segura! 

Data e horário:  

10:00 16:00

1ª data: 06/08/2017 (dom)  

2ª data: 03/09/2017 (dom)  

Número de participantes:  

30 pessoas em cada dia. 

Local: Mizutopia Shonai 

Organizador 

Apoio

Atividade de entretenimento 

com os pais dos alunos 

 

Estamos aceitando muitas 

inscrições!

Taxa de participação

Gratuito. 

*É necessário o preenchimento da ficha 

de inscrição. 
*Você poderá participar com seu filho. 

*Para pessoas que não dominam a 

língua japonesa, haverá intérprete. 

*Há estacionamento no local. 

O que será necessário levar  Troca de roupa e almoço.

Inscrições e maiores informações Escritório despachante administrativo do 

Marcelo /Responsável: Marcelo (atendimento em português) 

“Papa to Mama no tame no kawa asobi taiken kyoushitsu in Shounaigawa” 

Naiisip ninyo bang ang ilog sa siyudad ay marumi at walang nabubuhay na isda? 
Ngunit sa Shounaigawa ay maraming isda.

Ating pag-aralan ang masaya at ligtas na paglalaro sa ilog sa modernong lungsod sa araw na ito. 

Kailan
Una

Linggo
Ikalawa

Linggo

Hanggang ilang katao 
Pinakamarami na ang 30 katao 

Lugar Mizu to Pia Shounai

*Mula sa Meitetsu Futatsuiri station ay maglalakad ng 5 minuto 

Organizer:
Sponsor:

Bayad     Ito ay libre

Para sa pagpapalista at mga katanungan Kawa no Kenkyuu-shitsu 

Mga dapat dalhin Pambihis na damit,baong pagkain. 

Actividad de clases  
  en Shonai-gawa (Rio Shonai) 

Estamos Reclutando Participantes! 

Ustedes creen que los rios de la 
ciudad, son sucios y no hay 
pezes?  Pues no!  

Aprendamos a divertirnos con 
seguridad en los rios de las 
grandes ciudades. 

Fecha y Hora:

Capacidad: En cada 
fecha un promedio de 30 
perzonas. 

Lugar: Mizutopia Shonai
*

Organizador
Apoyos

Precio     GRATIS 

Donde aplicar y Contactos Laboratorio de investigación de los ríos 

Que llevar  
Ropa para cambiarse y Almuerzo/refrigerio. 

〈５言語のチラシ〉

2016年の１年間で、なんと1,742人もの人が、海や川で事故にあっています。そのうち死亡したり行方不明

になっているのは、816人です。中学生以下の子どもの場合、死亡事故に至るのは、海より川の方が多いのです

（出典:政府広報オンライン・2017年６月26日「水の事故、山の事故を防いで海、川、山を安全に楽しむために」）。

そこで、愛知県に多く暮らす外国人のパパとママを対象に、子どもと安全に川で遊ぶための教室を行いました。

なぜならば、県内には約23万人の外国人が暮らし、その数は全国第２位という状況だからです。

教室の開催について、やさしい日本語、ポルトガル語、中国語、フィリピン語、スペイン語の５言語でチラシ

を作成し、広報しました。
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水の事故って、全国でどれくらいあるか知っていますか？

川の研究室　代表　間野　静雄

主催者からのメッセージ
しゅ しゃさい

この活動の目的は、都会で子どもを育てる外国人保護者に親子で楽しく川で遊ぶ機会を提供し、日本の川の特
徴を理解しながら安全に川で遊ぶ方法を学んでもらうことです。外国人の水難事故を防止するだけではなく、日
本人と外国人の保護者が一緒に活動することで、多文化共生をめざした研究として、実施しました。
なお本研究は、2017年度愛知淑徳大学・特定課題研究「外国人保護者に対する地域での子育て支援の在り方」

の助成を受けました。

翻訳・通訳の協力者
BERRETEAGA HIGA MITSUO ALBERTO, HO THI THU THAO,
KAWASAKI MA BERNADETTE DIGNOS, MURAKAWA DENIS MAURICIO,
OSHIMA VIRGINIA YUMI, RUIZ HIROSE DIEGO FRANCISCO,
神田すみれ, 渡辺マルセロ

後　援　愛知県、清須市、外国人ヘルプライン東海、NPO法人土岐川・庄内川サポートセンター
協　力　矢田・庄内川をきれいにする会、国土交通省中部地方整備局・庄内川河川事務所
発行日　2018年１月20日
この研究に関するお問い合わせ先

愛知淑徳大学交流文化学部　小島 祥美
〒464-8671　名古屋市千種区桜が丘23　TEL(052)781-1151
http://www2.aasa.ac.jp/people/yoshimik/index.html

多文化共生をめざした
パパとママのための川遊び体験教室 in 庄内川

たぶんかきょうせい

かわあそたいけんしつしょうないがわ きょう

Atividade de entretenimento com os pais dos alunos (ter a experiência de brincar no rio Shonai)

专为爸爸、妈妈的 河川戏水体验营 in 庄内川

Kayo ay aming iniimbitahan sa masayang pagtitipon na“Papa to Mama no tame no kawa asobi taiken 
kyoushitsu in Shounaigawa”(Paglalaro sa ilog ng Shounaigawa para sa mga ama at ina)

Actividad de clases para los Padres en Rio-Shonai

活動報告 2017

川の研究室×愛知淑徳大学交流文化学部小島祥美研究室主催

「多文化共生をめざしたパパとママのための川遊び体験教室 in 庄内川」
た ぶん か せい かわあそ たいけん しつ ないがわきょう しょうきょう

かわ けん しつ だい あい しず おのきゅう ひょう

子どもと川で遊んだことはありますか？

川はたくさんの生き物がいて時間を忘れるぐらい楽しいところです。目を輝かせて魚を追いかける子どもを見

ると、今度は親の方が川遊びをやめられなくなります。しかし残念なことに川で遊んでいて流されたり溺れたり

する事故も多く、最近の学校では「良い子は川に近づくな」と教えるそうです。子どもが安全に楽しく川で遊ぶ

にはどうすればいいのか？まず親が川の危険や川のルールを知らなきゃなるまい、日本語が分からない人はもっ

と情報不足に違いない、ということでこの教室を企画しました。

しかし、都会に住む私たちの近くにはきれいな川がない。まてまて、ちょっと汚いけど庄内川があるじゃない

か！外国語が話せる仲間もいるじゃないか！ということでやってみるとなかなか好評で、親も子も泳ぎ始めた時

にはさすが大陸の人たちは違う、と感服しました。
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●楽しかった！こんな休みの日があまりないので。特に子どもに「ママ、楽しかった」と
言ってくれたので、それが一番嬉しかったです（ベトナム・女性）

●潮の道引きで水位が変わること、特定外来種のことなど、まったく知らないことばかり
で、講話がとてもよかったです！（ブラジル・男性）

●魚を捕るルールを知らなかったので、これからは守っていきます！（ペルー・女性）

●とても楽しかった！捕った魚を、当日にもらった魚の説明がされている下敷きで確認し
ながら子どもと話をしました！（ブラジル・女性）

●子どもたちはいつもずっと私と過ごしています。今日は川で自分で遊んだり、足で砂の
上を歩いたりしている子どもの姿を見ることができて、嬉しかったです。（ベトナム・女
性）

●情報がたくさんでよかった！特に、魚の捕り方、魚の説明が丁寧でとてもよかったです。
「魚の世話ができないのであれば飼わないこと」を子どもに伝えることができました。（ブ
ラジル・女性）

●自分の子どもがこんなにも魚に興味があり、図鑑などで調べて勉強していたことを知ら
なかったです。新たな子どもの発見に繋がった！（ブラジル・男性）

●外国人との活動に、特に問題はありませんでした。（日本人・男性）

●川に入る前の講話がとても役にたつ説明でした。ブラジルでは特に川での規則はないで
すが、日本にはさまざまな法律があることを初めて知りました。（ブラジル・女性）

●流しそうめんも美味しくて楽しかった。川遊びはサイコーー！日本に来て一番楽しかっ
た！（フィリピン・女性）

参加者たちに聞きました。「今日の感想は???」

子どもたちにも、「今日の感想」を聞きました。

●庄内川って、どんなところ？
しょうないがわ

・岐阜県から愛知県を流れて、名古屋港に流れ込む川です。

・源流から海までの長さは、約100kmあります。

・名古屋市など、大きな都市を流れてくるので、水は汚れています。

・私たちが今いるのは、河口から約14kmの場所です。

・海の汐の満ち引きが影響し、毎日、水位が上がったり、下がったりします。

・川の生き物だけではなく、海と川を移動する生き物もたくさん見ることができます。
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●魚がいっぱい捕れて楽しかった（フィリピン・７才）

●けっこう浅いところにもウナギがいることにびっくりしました。魚がいたけど、僕は捕
まえられなかった。そこでわかったことは魚は水の中ではすごく早いことです。沼には
まると、とれないことにびっくりしました。（ブラジル・12才）

●楽しかったです。普段見られない魚が見れたり、思ってもみない動きの魚がいたことが
驚きました。他には、魚が捕れたとき、最高にうれしかったです！（ペルー・13才）

②日本語がわからない人には、通訳者がサポートしました。
に ほん ひと つうやくしゃご

⑤最後に、流しそうめんを楽しみました。
さい なが たのご

③いよいよ川に入って、魚捕りにチャレンジ！
かわ はい とさかな

④どんな魚が捕れたかな？　みんなで魚の名前や特徴を確認しました。
と なまえ とく かくにんさかな さかな ちょう

①はじめに、庄内川の特徴、川で安全に遊ぶための約束、魚を捕る時の

ルールなどについて、お話を聞きました。
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第１回：2017年８月６日（日）　第２回：2017年９月３日（日）

集合場所：庄内川水防センター（みずとぴぁ庄内）
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●川で安全に遊ぶために、どうしたらいいの？
川で遊ぶ時に注意することは、

・川には急に深くなったり、流れが速いところがあります。

・とても滑りやすく、落ちているゴミなどでけがをすることもあります。

・雨や海の影響で水位が急に高くなることがあります。

しがって、川で安全に遊ぶためには

・子どもには、ライフジャケットを着用させましょう。

・はきものに、注意しましょう。

・天気予報を確認しましょう。特に、夏の雷雨に注意しましょう。
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