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ミア         ニュース 

 

中国への旅～ハルピン 

～MIA会員 櫻田 泉さんからの記事をご紹介します～ 

みなさん、世界三大雪祭りをご存知ですか。 

カナダの「ケベックウインタ―カーニバル」、日本の「さっぽ

ろ雪まつり」と中国の「ハルピン国際氷雪祭」です。 

今回は私の出身国中国の

「ハルピン国際氷雪祭」につ

いてご紹介します。 

2年前に、娘が「氷の世界

はどんな世界ですか」と私に

質問をしました。「じゃ、中国

の北の氷城にいこうか」、「う

ん、いこう、いってみたい。」

その後、チケットを予約して、

中国のハルピンへ。実は、2

年ぶりの帰国でした。 

まず、ハルピンはどんなと

ころなのか簡単に紹介しま

す。ハルピンは中国の黒竜

江省の中南部に位置する、

ロシアと国境を接し、昔から

「極東のパリ」「東方のモスク

ワ」という美名を持っています。 

世界の大都市の中では最も寒い都会です。このまちは、

中国と西洋ゴシック式の建築物で融合され、まるで異国にい

るようです。  

ヨーロッパ風の「中央大街」（歩行者通り）では本場のロシ

ア料理を味わえます。ちなみに、私が一番好きなローカル

フードは「赤腸」、フォアグラ入りの豚肉の腸詰めです。 

出発の日をむかえました。都城から福岡、福岡から上海

を経由してハルピンへ。飛行機の窓からハルピンの大地を見

下ろすと「まるで白銀の世界だ、早く降りたい。」と娘が言いま

した。いざ、氷と白銀の大地に足をつけると、風さんや雪さ

ん、氷さんからまるで「ようこそ」の歓迎のメッセージが届いた

ようでした。 

タクシーに乗ってハルピンの街の方へ。まず、目に映り込

んだのは道路の両サイドに咲いた赤い花。 何の花かな、マイ

ナス25度の環境でこんな美しい花。 

約40分後，街の中心にある宿泊するホテルにつきまし

た。内装もインテリアもヨーロッパ風のホテルです。 

荷物を置いてすぐにでかけました。ハルピンで最初の食事

は铁锅炖大鹅。大きな鉄の鍋にガチョウをまるごと入れ、トウ

モロコシ粉で作られたパンを鍋の中にぺたぺたとはりつけて

煮込んだ鍋料理です。ホカホカして、体を温める効果もあ

り、とてもおいしかったです。冬にかかせない郷土料理です。

娘と大満足の一日目が終了。 

翌日、事前に予約した車で中国最大の「東北虎林園」に

いきました。ここに世界最大のトラ（シベリアトラ）が約１０００

頭生息しています。ここではその勇ましさをよくうかがうことが

できます。ほかには、世界でも珍しいホワイトライオン、黒ジャ

ガーもいます。餌やりをすることもできます。 

また、天気がいいときには「虎霜奇観」という風景も楽しめ

ます。そのときの感想は、じっと観察したら、娘が自由研究で

きますね（笑）でした。冬のハルピンは日暮が早いです。大体

午後３時半くらいには暗くなります。氷祭りの会場に行く前に

「聖ソフィア大聖堂」に寄りました。ハルピンを象徴するロシア

建築です。中を見学することができます。いよいよ、待ちに

まった氷祭り会場へ。会場に到着してびっくりしたのは、私達

は結構早い時間に着いたのですが、すでに人がたくさん集

まっていたことでした。 

会場は室外なので、そのときの気温は‐30度でした。吐息

でまつげやまゆげも霜つき。もちろん、行く前に厚着をしてい

ました。広大な敷地内に入って、氷の彫刻をはじめ、100

メートルを超える巨大な氷の滑り台（一番人気）や馬車に乗

り、氷の迷路に挑戦したり、どれも楽しかったです。巨大な氷

の建造物を見て、まるで「アナと雪の女王」の世界にいるよう

でした。雪彫刻はＬＥＤでライトアップされて、カラフルで幻想

的な世界に様変わりします。美しい景色に見とれたと同時に

寒さも忘れてしまいました。この氷の都市を造るには20万立

方メートルの氷が必要となります。これらの氷は、ハルピン市

の松花江から切り出されます。近年、地球温暖化の影響で

氷の採れる量は減っているようです。また、毎年恒例の寒中

水泳大会は松花江で開催されます。 

みなさん、いかがでしたか？冬の不思議な氷雪世界にぜ

ひ足を運んでください。そして、体験してください。もちろんもし

行くなら、防寒対策は万全にして行ってくださいね。 

櫻田さん(左)と娘さん 
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  ｢ミアニュース版トリビア 第２ラウンド」 
  ～都城市オーストラリア国際交流員 ジョージさんからクイズの出題です～ 

      Q1) 東京オリンピック2020で行われたスポーツの

種目は幾つありますか？（競技の数ではありませんが、それ

を知っていれば凄い！） 

Q2) 中国は何か国と接しているでしょうか？  

Q3) 都城市で２番目に人口が多い国籍は？  

Q4) 日本にある活火山はいくつありますか？  

Q5) 世界最大の時差は何時間でしょうか？  

Q6) 「円卓の騎士」はアーサー王や聖騎士、聖杯伝説、ま

た古代イギリスの成立に関する「アーサー王物語」に出てく

る物です。その円卓はどこにありましたか？ 

Q7) 人間の脳は大変複雑な器官であり、神経角が数えら

れないぐらい多く、さらにその神経核を繋げてシナプスがあり

ます。シナプスの数は神経核の約何倍ぐらいでしょうか？  

Q8) UTC＋00:45分の時差がある地域はどこでしょうか？3

か所あります！  

Q9) ノーベル賞には６つの分野があります。世界でノーベル

賞受賞者が２番目に多い国は？  

Q10) 「知恵」の象徴とも言われる「智の梟」が代表する古

代ギリシャの神様は誰でしょうか？  

Q11) プール全面にカスタード等のある物質を入れたら、

プールの平面の上を走れます！（途中で止まるのは危ない

ですけど！）このような物質の正式名称は何でしょうか？ 

Q12) 2021年、日本の研究所で世界記録になったインター

ネットの転送速度はどのぐらい速いでしょうか？  

Q13) 太陽は回転していることをご存知でしょうか？太陽の

赤道が一回転するには何日掛かるでしょうか？  

Q14) 地球の本初子午線はイギリスのグリニッジに挟まれ、

東西0度の子午線（経線）です。この子午線は五大洋の三つ

を渡ります！その大洋の三つはどれでしょうか？ 

Q15) カーリングの試合にいくつかのエンドがあります。エンド

の最後に投げる石には特別な名前があります。その名前は

何でしょうか？ 

Q16) オリンピックには10キロの長距離水泳競技がありました

が、FINA（国際水泳連盟）世界大会の一番長い長距離水泳

競技は何キロでしょうか？  

Q17) 日本の常用漢字は何文字ありますか？  

   

              ※答えは今月号のどこかにあります。 

 

モンゴルの首都ウランバートル市の中心部にある広場で

は毎年、「本の祭り」のイベントが実施されます。 

毎年９月の第３週の土曜日と日曜日にこのイベントが開

催され、新しく出版された本の宣伝、作家さんたちとのトーク

ショー、中古本の販売、本の交換などを始め、朗読・音楽の

ステージショーなどのイベントもあります。 

何より、嬉しいのは、この日にそれぞれのブースに作家さ

ん本人たちがいて店員さんの役割を果たすほかに、サイン

入りの本と記念写真を撮ることもでき、自分が愛読している

本を書いた作家たちと触れ合うことができる貴重な時間とも

いえます。このイベントは2012年から毎年行われており、

年々規模も大きくなり参加する人も当初より増えています。 

大きな広場には白いテントがずらりと並んでいて、どのテン

トもお客さんがいっぱいで大変賑わい、販売している本もイベ

ント用の特別な価格であるため、この日にまとめ買いする人

も多いです。 

また、誰でもぜひ足を運びたくなる人気のあるテントは、中

古本の売り場で、注文して手に入らない本も多く、まるで宝

探しをするような人が多いです。 

本と言えば、最近モンゴルのSNSで「読者クラブ」がとても

人気を集めていて、自分の興味ある分野の本やベストセラー

となっている本などを読んで、自分の理解した視点などを友

達に伝えたり、議論したり、情報をシェアしたりするのが流

行っています。 

  ｢本の祭り｣ 
   ～都城市モンゴル国際交流員 ソヨルマーさんによるモンゴル紹介です～ 
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 読書の秋です。小中学校の頃から学校の図書カードが1年に1枚で

は足りなくて複数枚になるくらい本が大好きでした。大人になってから

はSF・FT・伝奇小説、果ては民俗学とか鉱物学に地理学まで、分野を

選ばず乱読しています。以前は月２～３冊ペースだったのが、最近で

は２・３か月で１～２冊と活字離れしているので、また面白そうな本を探

して、図書館の隅から隅までパトロールすることにします！   [池田]  

  

 今回は【茨城県】です。 

いきなりですが、「イバラギ」なのか「イバラキ」なのか知っていますか？ 

正しくは【イバラキ】と濁りませんが、国民の4割近くは「イバラギ」と間

違った覚え方をしているそうです。そんな茨城県にはどんな神話がある

のでしょうか？神様が天上より降り立った地（天孫降臨）で有名なの

は、宮崎県高千穂神社です。その先遣隊として地上界に降臨したの

がタケミカヅチ神で、その場所が、茨城県鹿島市だと言われていま

す。そのタケミカヅチ神が祀られているのが鹿島神社。そして、この二

つの神社を結ぶ直線状に、伊勢神宮、富士山、明治神宮、皇居があ

るのだとか…神秘的ですね！                    〔西畑］ 

 

 すっかり朝夕が冷えるようになってきました。毎年、この時期になると

私の頭を悩ませるのが、罪深き家電“こたつ”です。幸せな暖かさと引

換えに人を怠惰にしてしまう恐ろしい“こたつ”。自分を筆頭に家族の誰

もが罠にはまって動かなくなってしまう魅惑の“こたつ”。今シーズン、出

すべきか出さざるべきか…。本当に悩んでいます。        [山内] 

                     

 家を掃除していたら、高校生の時に英語の勉強のために買ったスピ

●ド・ラー●ングのCDが出てきました。英語の先生から「英語を聞き取

れるようになりたいなら、まずは英語を聞き取れるようになるための耳

を作るのが大事」と言われて買ったものでしたが、やはり勉強用の教材

と思うと聞き流すだけでも飽きが来るのが早かった記憶があります。と

は言え、やっぱり英語はある程度聞き取れるようになりたい…。まずは

自分が興味を持てるものから、というわけで、洋画を字幕で見るところ

から始めようと思います。                  ［川内］ 

 

12月11日に、MallMallのキッチンでモンゴル料理教室を通して、皆

さんと交流できるのを楽しみに待っております♪。モンゴルの手作り麺

を使った日本の焼きそば風のツィワンという料理を作ります。モンゴル

では、子供から大人まで大好きなこの料理は、お弁当には“ピッタリ”で

すので、興味のある方は、ぜひ一緒に作りませんか。        [ソヨ] 

 

 皆さんは聞いてびっくりするかもしれません。私、都城に4年近く住ん

でいて、最近、自宅の畳部屋にずっと置いてある低いテーブルが「コタ

ツ」だってことを初めて知りました！それも友達が家に来た時教えてく

れてやっと気づいちゃいました。もちろん、前はこの一見すごくシンプル

な机の下になんか鉄の輪っかみたいなのが付いてあるのを知っていま

したが、どうしても「ちびまる子ちゃん」でしか見たことない暖かそうな「こ

たつ」と連想できなかったですTAT。4年間ほど使ってないけど、コンセ

ントを装着したら、普通に作動できました！お気に入りの可愛いこたつ

布団も取り付け、やっと馴染みのある暖かい様子に変身！これでこの

冬は暖かく過ごせそうですね＾＾                          [銭] 

 

 10月下旬に健康診断がありました。最近、運動する時間を増やし、

より健康的な生活へ改善していると思い、成果を見るに楽しみにしまし

た。…今から少しダイエットも考えます。                    [ジョージ]  
                 

 皆様、ご無沙汰しております。２年前のイベントの際にお世話になりま

した穴井です。また皆様と時間を共有できると思うと楽しみで仕方あり

ません(^-^)短い間ですがどうぞよろしくお願いいたします。   [穴井] 
ジョージからのクイズの解答です。 A1) 339種目（33競技）  A2) 14か国（ロシアと同じ世界一！）  

A3) ベトナム（もちろん、1番多いのは日本人！）  A4) 108  A5) 26時間（キリバスとベーカー島・ハウ

ランド島）  A6) キャメロット城  A7) 200～2,000倍（一つのプルキンエ細胞は約20万シナプスがありま

す！） A8) オーストラリアのユークラ、ニュージーランドのチャタム諸島、ネパール。ちなみに、東京とユー

クラの時差は15分です！ A9) イギリス（1位は日本！）  A10) アテナ女神  A11) 非ニュートン流体 

A12) ～319Tb/s (～40TB/s)  A13) 約24～25日（極地なら30日位掛かります！）  A14) 北極

洋、大西洋、南氷洋  A15) ザ・ハンマー  A16) 25キロ  A17) 2136 どうでしたか？    [田中] 

編集部より 

●ぼんちdeトラベル～豪中モンはいかがですか？～ 

あなたのとっておきのエピソードを教えてください。応募内容

は公表し投票を行います。投票結果で上位の方にはCIRの

母国に関係する素敵なプレゼントがあり

ます。詳細は来月号で♪ 

場所：市役所１階市民サロン 

募集期間：令和4年１月14日～2月9日 

問い合わせ：都城市コミュニティ文化課 

国際化推進室（電話：23-2295） 

 

●国際交流料理教室（Cooking Aｄventure）を開催 

国際交流員と楽しく調理して交流を深めませんか。申込みは

先着順になります。残りわずかです！お急ぎください。 

①モンゴル編 ：   令和３年12月11日（土）  

②中国編   ：    令和３年12月12日（日）  

③オーストラリア編： 令和３年12月18日（土）  

・開催時間       ９：３０～11：30（その後後片付け） 

・会場：「まちなかキッチン」（まちなか交流センター１階） 

・申込先：都城国際交流協会 （電話：23-2295) 

Aussie Bites  (オーストラリアを、ひとかじり!) 
～MIA会員 三浦孝道さんからの記事をご紹介します～ 

                             協会情報 

 

 25年位前「メルボルンマラソン」を走るためメルボルンに

行った時のこと。マラソンの前後の観光でオーストラリア固有

動物のカンガルーやコアラ、ウオンバットなどを動物園で見た

り触れたりして感動したが、一番

感動し記憶に残っているのは観

光ツアーで「ペンギンパレード」を

見たこと。と言っても飼育、調教

されたペンギンが園内をパレード

するのではなく、野生のペンギン

が夕方、海から巣穴に戻るのを

間近でそっと見るのである。30cm位の小さなペンギン20～

30匹が天敵を避けて、薄暗くなるのを待って波打ち際から

草むらの巣穴に向かって一斉にちょこちょこと尾を振りながら

帰って行く姿は可愛い！癒される！野生のペンギンの営み

が大都会メルボルンから直ぐ近くで見られる自然があるのも

凄い！また、お土産店で原住民アボリジニの描いた絵（アボ

リジナルアート）を買うため絵を選択していたら大きな魚を捕

獲している絵柄があり、魚に興味があるので買って帰り絵の

説明書きの「ＢＡＲＲＡＭＵＮＤＩ」と言う言葉を調べると「アカ

メ（赤目）」と言う魚。同属種が日本の川や汽水域にも棲息

し、1ｍを超す大魚で絶滅危惧種。自然豊かな川にしか棲

息せず日本では宮崎県と

高知県にしかいない魚。

オーストラリアでは原住民

が狩りをするほど棲息して

いる自然豊かな川がある

との証明、やはり自然豊か

な国なんだ！と納得。 


