
証言

～川崎を生きる～

川崎は、在日コリアン、ウチナーンチュ（沖縄県人）、

フィリピン人移住者など、多様な人から成り立っている。

川崎で生きる、川崎を出る、

川崎にたどり着く、川崎にもどる、

その多様な人びとが

生きてきた経験とは何だったのか。

川崎を生きる

その姿から学びます。

●日　時 ： ２０１６年１０月１日 （土） ～１０月２５日 （火）

　火 ・ 木曜日 ： １９時～２１時、 土曜日 ： １４時～１６時

●参加費 ： 無料

●場　所 ： 川崎市ふれあい館 文化交流室

●主　催 ： 川崎市ふれあい館、 川崎市教育委員会
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●申込み ・ 問合せ　川崎市ふれあい館　

    ℡： ０４４－２７６－４８００　

    e-mail ： fureaikan@seikyu-sha.com

●アクセス ： 川崎市川崎区桜本 1-５-６

　川崎駅東口から臨港バス７番乗り場大師行き

　８番乗り場で三井埠頭行きで 「四つ角」 下車。

　徒歩５分。

証言 ～川崎を生きる～
しょう　 げん か  わ  さ  き                  い

③川崎を生きる

講師：磯部涼さん（音楽ライター）、長島純一さん、ペロンチョさん

日時：１０月１８日（火）１９時～２１時

川崎でいきる、川崎を出る、川崎にたどりつく、川崎にもどる。かつての経験も

ふりかえりながら、川崎を生きる、とりわけ若者の姿から学びます。

かわ   さき　           い
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①フィリピン人移住者として生きる

講師：レニー・トレンティーノさん、西本マルドニアさん

日時：１０月１日（土）１４時～１６時

フィリピンから移住し、川崎に移住し、川崎にたどり着き、川崎でコミュニティを

作り生きてきたフィリピン人移住者の経験から学びます。
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④在日２世として生きる

講師：金裕美さん、趙弘子さん

日時：１０月２５日（火）１９時～２１時

在日２世として川崎で生きてきた経験とは何だったのか。かつての時代を振り返り

ながら、学びます。
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②ウチナーンチュ（沖縄県人）として生きる

講師：比嘉孝さん（川崎沖縄県人会会長）、伊藝清徳さん（川崎沖縄県人会副会長）

日時：１０月１５日（土）１４時～１６時

川崎でウチナーンチュ（沖縄県人）として生きてきた経験と、川崎沖縄県人会の

活動を学びます。
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