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＊当会報へのご意見ご希望をお寄せ下さい。
＊また、当会報は、別紙でハングル版と中国語版
   が、用意されています。ご希望の方は、上記まで
   ご連絡下さい。お送りします。

Editor's Note   
There are only eight months left before the Tokyo 2020 Olympics-
Paralympics begins. Tama City concluded that the athletes of 
Iceland would have training for some events in Tama before the 
Olympic Games. We would pay attention to the country, Iceland, 
which we haven’t taken care of before. The more we know, the 
more we feel close because it is similar to Japan. For example, 
both are island countries and there are a lot of volcanoes, hot 
springs and we are the top countries for safety in the world. Why 
don’t you go traveling Iceland with white nights next summer.

　2020 東京大会まであと 8 か月となりました。多摩市がア
イスランド選手団の事前練習地となり、今まであまり話題に
ならなかったアイスランドという国に注目が集まっています。
　この国を知るにつれ島国、火山、温泉、治安がいいなど
日本と重なることが多く、親しみがわきます。来年の夏は白
夜のアイスランドを旅するのはいかがでしょうか。

（表紙： アイスランド　　　画： Promote Iceland）
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皆さんご存知のように、2020 東京オリンピックにおいて、多摩市はアイスランド選手団の事前キャンプ
の実施についての覚書を締結しました。（8月23日）
さて、アイスランドはどんな国でしょうか。北大西洋、グリーンランド南にある島国。アイスランドと聞
いて頭に浮かぶことは何でしょうか。ではこれからアイスランドを旅してみましょう。

アイスランドは 1600 万年前の火山活動により誕生した
火山島です。いうまでもなく火山が多く、沿岸には多数
のフィヨルドが見られます。火山性の土壌は肥沃とはい
えず、森林面積は国土の０ .３％ですが、温泉も多く、
日本と似た面もあります。

9 世紀から 10 世紀にかけてノルウェー人、ケルト人
が移住するようになりました。移民たちは民主的な自
治を目指し、930 年世界最古の民主議会「アルシン
グ」を発足させました。
これは今でも国家の誇りです。13 世紀以降はノル
ウェー及びデンマークの支配下に置かれましたが、19
世紀に独立運動を展開し、1918 年にデンマークの国
王主権下のアイスランド王国として独立しました。第 2
次世界大戦中にはアメリカとイギリスが駐留、1944
年 6 月に共和国として完全に独立しました。1946 年
には国連に加盟しています。

面積：10.3 万㎢ 　（北海道と四国をあわせたぐらい）
人口：350,710 人　（2018 年） 
首都：レイキャビク（人口　約１２万６千人）
公用語：アイスランド語
国歌：Lofsöngur 　（アイスランド語）讃美歌
大統領：グズニ・ヨハネソン
首相：カトリーン・ヤコブスドッティル
通貨：アイスランド・クローナ　Kr（１Kr は約０．８７円　2019 年 9月現在 ）
気温：冬は―3度ぐらいだが風が強く体感は寒く感じる。夏は13度 前後

アイスランド共和国

北緯６６度・オーロラの国 “アイスランド”北緯６６度・オーロラの国 “アイスランド”

自　然

20 世紀初頭は第 1 次産業が経済の 6 割以上でしたが、その後水産加
工などが盛んになり、工業やサービス業へと移行 。1973 年には第 1
次産業は１３％までになりましたが、漁業は依然として重要な輸出産
業です。1950 年には一人当たりの GNP が 1000 ㌦に達しヨーロッパ
主要国を追い越したこともあります。二度にわたる石油危機はインフレ
を昂進させましたが、90年代にインフレは収束しています。

さて、飛行機から降り立った町は首都レイキャビクです。どんな街でしょうか
まず、町のシンボルでもある白亜のハットルグリムス教会へ行きましょう。展望台からは３６０度の
展望が楽しめます。国立博物館、国立美術館の他にもヴァイキングの歴史が見られる、サガ美術館、
くじら博物館などがあります。手編みのセーターをはじめハンドメイドのお土産はいかがですか。

北欧圏に属し、ノルウェーとデンマークの影響があ
りますが、言語はケルト系アイルランドの影響も強
く、アイスランド語は世界でも難しい言語のひとつ
と言われています。冬は極夜となるので、外出する
より読書などが好まれ、一般人による書籍の発行
部数は世界でも多いと言われています。文学 や詩
に親しむ環境にあり、多くの文学者や音楽家を輩
出しています。

経　済

文　化

歴　史

冬のレイキャビク

祝日を祝うアイスランド国会議事堂前の様子

ハットルグリムス教会

まずは基本的な知識を頭に入れましょう

もうすぐ
アイスランドに到着です。

英語は通じますが、まずはアイスランド語
の挨拶を覚えましょう

おはよう
ゴゥザン・ダー イン こんにちは

ハッロ ありがとう
タック・フィリール さようなら

ブレス ・ブレス

※すべての写真はPromote Iceland提供



それでは、アイスランドの観光地を巡ってみましょう

♥ゴールデンサークル
レイキャビクの東側に広がる地熱地帯です。高
さ２０ｍに噴き出す間欠泉、周囲約２７０ｍ
のケリズ火口湖、日の光を浴びて黄金に輝く滝
グトルフォス など。ツアーもあります。

♥夢のオーロラ
星が見えるほどの天候で、人口の光が少ないと
ころでは、街中でも見ることができます。その魔
訶不思議な光を一度は見てみたいですね。

♥ヴァトナヨークトル氷河の洞窟ツアー
国土の１１％が氷河というアイスランド。その
氷河の下に全長２００メートルのトンネルが
作られました。ここを歩き神秘的な氷の変化や
巨大なクレバスを見学します。

♥ホエールウオッチング
北の町フーサヴィーク は神々の滝「ゴーザフォス 」があり、またホ
エールウオッチングができる。６月から９月くらいが鯨を見るチャ
ンスが多い時期です。

お腹がすいてきましたね。何を食べましょうか

♥新鮮な海の幸が豊富です。脂ののったサーモンや干
しだら、ムール貝、そしてラム肉は本当にデリシャス。
♥フィッシュ・ボール・・・たらと玉ねぎのすり身焼き
♥ハンギキョート・・・・・仔羊のもも肉を香草などにつ
けて燻製にしたもの
♥スキール・・・・チーズともヨ
ーグルトとも違う乳製品
♥リコリス味のお菓子・・・・・
北欧でよく食されているお菓
子の原材料（植物の根が原料）

こんなことも覚えておきましょう
♥日本で両替はできませんがクレジットカードで
現地のATMから現金を引き出せます。ただどこで
もカードを使用できるので、キャッシュがなくても
大丈夫です。  
♥時差はー9時間です。日本からの飛行時間は
16時間以上。直行便はありません。
♥物価は日本の1.5～3倍ですが、チップは不要
です。
♥水は水道水が飲めます。ミネラルウォ―ターを
買う場合は炭酸が入っているかいないか確認し
ましょう。

Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð!
Vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn!
Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans
þínir herskarar, tímanna safn.
Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár,
og þúsund ár dagur, ei meir;
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.
Íslands þúsund ár,
Íslands þúsund ár!
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr

オーグーズヴォールスラーンズ　オーラーンズヴォールスグーズ
ヴェールローフム　Thィーッ　ヘーイラーガ　ヘーイラーガ　ナーフン
ウフール　ソウルケールフム　ヒーマンナ　フニータ　Thェール　クランス
Thィニール　ヘルスカーラール　ティーマンナ　サーフン
フィリール　Thェール　エルエイン　ダグール　セム　Thゥーサンド　アゥル
オグ　Thゥーサンド　アゥル　ダグール　エイ　メイール
エイッ　エリフィザール　グーズ　スマウブロウム　メーズ　ティトゥランディ　タゥル
セム　ティルビズール　グーズ　スィン　オグ　デイール
イスランズ　Thゥスンドゥ　アゥル
イスランズ　Thゥスンドゥ　アゥル
エイッ　エリフィザール　グーズ　スマウブロウム　メーズ　ティトゥランディ　タゥル
セム　ティルビズール　グーズ　スィン　オグ　デイール

おお、大地の神よ、おお、大地
の神よ。　我らはあなたの、聖
なる、聖なる名を崇拝する。
天の太陽を回る星々より王冠
を集まりし戦士たちにちょうど
授けることができた。
あなたの一日は千年としてあ
り、　その千年もただの一日。
一つの小さな花は感動の涙
に震え、花は神に祈り、そして
朽ち果てる。
千年の大地、アイスランド。千
年の大地、　アイスランド。
一つの小さな花は、感動の涙
に震え、花は神に祈り、そして
朽ち果てる。

アイスランド国歌      「ロフセングル」
※すべての写真はPromote Iceland提供

 　I assume the 
number of people 
among us who have 
ever heard about 

Iceland may be 
increasing,　because 

there has been increased 
media coverage of topics 

such as Bankruptcy of Lehman 
Brothers, volcanic eruptions and the 

entry in FIFA World Cup. Although Iceland has 
recently gained the reputation of being the most 
advanced equal rights country for both sexes, it’s far 
away from us and people still sometimes confuse it with 
Ireland.
     I set up an organization called “Japan Iceland Cultural 
Exchange: IJCE”with my fellow members when I was a 
college student in 2003. It was 16 years ago. In those 
days, the relationships between Iceland and Japan were 
rapidly progressing, as both Iceland and Japan opened a 
mutual embassy in 2001 and   then a Japanese language 
course was created at the Iceland University in 2003.
     Several coincidences happened at that time, which led 
us to start our activities. Cultural exchanges in private 
sectors between two countries were just about to start. I 
remember getting excited about starting our activities to 
create new relationships.
    We started with seven members from both Iceland and 
Japan. We visited Iceland in September. Our activities 
included cultural exchanges, visiting energy related 
facilities and a panel discussion. Iceland is rich in natu-
ral energy. They provide their energy needs with hydro-
power and geothermal power. 
    Since those days, their hydrogen energy technology 
has been already the most advanced and we visited the 
world’s first hydrogen station. Above all geothermal 
power is used in many ways, such as, heating of course, 
heated swimming pools, sauna baths and greenhouses. 
People widely use heated swimming pools, which 
contribute to promote their health and to make bases for 
all kinds of sports.
    People in Iceland seem to have friendly feelings 

toward Japan. One example is that 
the Japanese course is very popular at 
the Iceland University. While we 
were staying there, a Japanese novel-
ist, Haruki Murakami, happened to be 
invited to recite his book. It was 
impressive to see enthusiastic people 
waiting in line for his autograph.
   How about that? Does it help you to 
get interested in Iceland, the country 
of great nature, hot springs and 
aurora? We would like to boost our 
activities until Iceland reminds 
people of Tama City.

　アイスランドは、リーマン
ショックによる経済危機、火
山の噴火、サッカーワール
ドカップへの出場等、ニュー
ス等でとりあげられることも
増え、聞いたことがあるという
方も増えてきたのではないで
しょうか。また、最近では男女平等
世界一としても知られるようになりまし
たが、まだまだ遠く離れた国で、“アイルラン
ド”と間違えるのはよくあることです。
　私は大学生の頃、日本アイスランド学生外交会議
（ＩＪＣＥ）という団体を仲間のメンバーとともに設
立しました。２００３年、今から１６年前のことです。
２００１年に日本とアイスランドがそれぞれ大使館
を開設、２００３年にはアイスランド大学に日本コー
スが設置される等、両国間の関係が急速に進展して
いる時期でした。活動のきっかけはいくつかの偶然の
重なりでしたが、民間レベルの交流はこれからという
ところで、新たな交流を作っていくことにワクワクしな
がら活動を開始したことを覚えています。
　日本側とアイスランド側７名のメンバーで活動を開
始し、９月にはアイスランドに訪問し、交流活動やエネ
ルギー関連の視察やディスカッション等を行いまし
た。アイスランドは自然エネルギーに恵まれ、水力や
地熱で電力を賄っています。当時から既に水素エネル
ギーの分野でも最先端で、世界初の水素ステーション
も見学しました。特に、地熱は様々な活用がされ、暖
房はもちろん、温水プールやサウナ、温室栽培にまで
使われているようです。温水プールは住民に広く使わ
れており、健康増進やスポーツの裾野づくりに役立っ
ていました。一方で、アイスランドの人々にとって日本
は非常に親しみのある国のようです。アイスランド大
学の日本コースが非常に人気であることがその象徴
です。私たちがアイスランドに滞在していた際、偶然に
も作家の村上春樹が朗読会に招待されており、熱心
にサインに並ぶ人々が印象的でした。
　大自然と温
泉、オーロラの
国、アイスランド
に少しでも関心
をもってもらえま
したでしょうか。
アイスランドとい
えば多摩市、と
いえるくらいまで
交流を盛り上げ
ていきたいと思
います。

JAPAN-ICELAND
CULTURAL EXCHANGE

Yoshihisa Tanaka
（Tama City)

田中　宜久 （多摩市）

私のアイスランド
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Exchange: IJCE”with my fellow members when I was a 
college student in 2003. It was 16 years ago. In those 
days, the relationships between Iceland and Japan were 
rapidly progressing, as both Iceland and Japan opened a 
mutual embassy in 2001 and   then a Japanese language 
course was created at the Iceland University in 2003.
     Several coincidences happened at that time, which led 
us to start our activities. Cultural exchanges in private 
sectors between two countries were just about to start. I 
remember getting excited about starting our activities to 
create new relationships.
    We started with seven members from both Iceland and 
Japan. We visited Iceland in September. Our activities 
included cultural exchanges, visiting energy related 
facilities and a panel discussion. Iceland is rich in natu-
ral energy. They provide their energy needs with hydro-
power and geothermal power. 
    Since those days, their hydrogen energy technology 
has been already the most advanced and we visited the 
world’s first hydrogen station. Above all geothermal 
power is used in many ways, such as, heating of course, 
heated swimming pools, sauna baths and greenhouses. 
People widely use heated swimming pools, which 
contribute to promote their health and to make bases for 
all kinds of sports.
    People in Iceland seem to have friendly feelings 

toward Japan. One example is that 
the Japanese course is very popular at 
the Iceland University. While we 
were staying there, a Japanese novel-
ist, Haruki Murakami, happened to be 
invited to recite his book. It was 
impressive to see enthusiastic people 
waiting in line for his autograph.
   How about that? Does it help you to 
get interested in Iceland, the country 
of great nature, hot springs and 
aurora? We would like to boost our 
activities until Iceland reminds 
people of Tama City.

　アイスランドは、リーマン
ショックによる経済危機、火
山の噴火、サッカーワール
ドカップへの出場等、ニュー
ス等でとりあげられることも
増え、聞いたことがあるという
方も増えてきたのではないで
しょうか。また、最近では男女平等
世界一としても知られるようになりまし
たが、まだまだ遠く離れた国で、“アイルラン
ド”と間違えるのはよくあることです。
　私は大学生の頃、日本アイスランド学生外交会議
（ＩＪＣＥ）という団体を仲間のメンバーとともに設
立しました。２００３年、今から１６年前のことです。
２００１年に日本とアイスランドがそれぞれ大使館
を開設、２００３年にはアイスランド大学に日本コー
スが設置される等、両国間の関係が急速に進展して
いる時期でした。活動のきっかけはいくつかの偶然の
重なりでしたが、民間レベルの交流はこれからという
ところで、新たな交流を作っていくことにワクワクしな
がら活動を開始したことを覚えています。
　日本側とアイスランド側７名のメンバーで活動を開
始し、９月にはアイスランドに訪問し、交流活動やエネ
ルギー関連の視察やディスカッション等を行いまし
た。アイスランドは自然エネルギーに恵まれ、水力や
地熱で電力を賄っています。当時から既に水素エネル
ギーの分野でも最先端で、世界初の水素ステーション
も見学しました。特に、地熱は様々な活用がされ、暖
房はもちろん、温水プールやサウナ、温室栽培にまで
使われているようです。温水プールは住民に広く使わ
れており、健康増進やスポーツの裾野づくりに役立っ
ていました。一方で、アイスランドの人々にとって日本
は非常に親しみのある国のようです。アイスランド大
学の日本コースが非常に人気であることがその象徴
です。私たちがアイスランドに滞在していた際、偶然に
も作家の村上春樹が朗読会に招待されており、熱心
にサインに並ぶ人々が印象的でした。
　大自然と温
泉、オーロラの
国、アイスランド
に少しでも関心
をもってもらえま
したでしょうか。
アイスランドとい
えば多摩市、と
いえるくらいまで
交流を盛り上げ
ていきたいと思
います。

JAPAN-ICELAND
CULTURAL EXCHANGE

Yoshihisa Tanaka
（Tama City)

田中　宜久 （多摩市）

私のアイスランド



Ying Feng Huang (Taiwan)
　９月２１日中国・無錫において私は火鳥動
画制作会社創立２０周年の記念パーティーを
催しました。集まった３００名以上のスタッフの
顔を眺めながら昔のことを色々思い出しました。
２０年前ここ中国で同じ台湾人である後輩と共同
でアニメの制作会社を立ち上げたことが始まりでした。
　ところが、しばらくして仕事が軌道に乗り始めていたにも
関わらず、社長であったパートナーはトラブルに巻き込まれ
て会社を捨てて逃げてしまいました。残された３６０名の
スタッフと私は途方にくれました。でも、すぐに私は彼らの
面倒を見ようと新たな決意をもって火鳥動画を新たに設
立したのでした。
　日本から受注した仕事は品質重視を徹底したため評判
も良く、信頼も得られ仕事は飛躍的に増えていきました。毎
日のように作品のクレジットに載った社名を見るのが誇ら
しく思えました。さらには評判を聞きつけた日本の大手商
事会社から買収のオフアーまでありました。しかし、スタッ
フのことを考え、私はその申し出には応じませんでした。
　いろんな事がありました。辛いこと苦しいことは当たり
前。なにより私にとって幸いだったことはスタッフが自信を
つけてくれたこと。会社に誇りをもってくれたことでした。や
がて自立して会社を始める人たちも現れ始めました。そし
て今、苦労を伴にした家族同然の人たちが同じテーブルで
杯を交わして歓談しているのです。
　人の心にはいつも驚かせられます。みんなが様々な経験
を積んで広い視野をもって深く考えることが出来るようにな
り、やがて昔の繋がりを思い出し、出逢えたことに感謝の心
を持つということでしょうか。
　そんなことを考えながら私は目の前に
いる大家族と一緒にパーティーを楽しみ
ました。ただ、残念なことは今回日本側の
関係者をお招きできなかったことです。７
月に京都アニメーションが放火され大勢
の人が亡くなる悲惨な事件が起きてしま
いました。今なお業界全体が喪に服する
中、お祝い事は控えるべきか悩んだ末に
敢えてお招きしませんでした。
　でも、「次は２５
周年で集まりましょ
う。」
「みなさまのおかげ
で今日まで来ること
ができました。あり
がとう。」

     On September 21st I held a party in honor of 
the 20th anniversary of the “Phoenix Animation 
Holding” in Wuxi, China. Looking around at the 

faces of more than 300 staff members, I recalled 
my memories of an earlier time. 

  It all started here in China 20 years ago when I set up 
an animation company with a younger colleague from 
Taiwan. After a while, although our business was starting 
going well, my partner (who was the President of the 
company) got involved in some trouble, abandoned the 
company and ran away. I was at a loss, left with a staff of 
360 people. 
     Soon after, I set up this new Phoenix Animation Hold-
ing, with the determination to take care of my staff. We 
tried to be very particular about the high quality of what 
we did to fulfill the orders that came from Japan. The 
company gained a good reputation. We earned the clients’ 
trust and the number of orders we received dramatically 
increased. Almost every day, I could find my company’s 
name in the credit titles, which made me feel very proud.
    I was offered the acquisition of a major Japanese trading 
company which heard of our good reputation, but I turned 
down the offer, putting loyalty to my staff first.
     A lot of unpleasant things happened. Throughout the 
course of time we have been through hard and painful 
time. But what made me happy was that the staff have got 
confidence because of their work and felt proud of the 
company they worked for. Eventually some of them left 
here and went out on their own.
     And now, here we are. Those who went through the 
hard times together gather here like families, toasting and 
chatting at the same table.

    I am always amazed by people’s 
hearts. Everyone widens their 
perspective through various experi-
ences and comes to think about 
things deeply. Over the course of 
time, they recall their connections 
with fellows from old days and are 
thankful for having met them.
     My mind was wandering with 
these thoughts. I enjoyed the party 
with my large family members in 

front of me. My only regret was this time I couldn’t 
invite the people from Japan. In July, many staff 
members from “Kyoto Animation” were killed 
because of arson. Considering the fact that the 
whole industry is still in deep mourning over this 
tragic accident, I decided to refrain from inviting 
them to this celebratory event.
     However, “Let’s meet again for the 25th Com-
memoration, shall we?” and “Thanks to you, we 
were able to reach this day.”

　子どものころ、食事やキャンプやお
ばあさんの家などで家族が集まる機
会があると、いつもカードゲームをし
たものだった。学校の休み時間にも
やったし、アンダーグラウンドではある
がポーカークラブなんていうのもあっ
た。今は皆がスマートホンをポケットに
入れて歩き、家ではパソコンやゲーム機で
遊んでいる。でも我が家族のお決まりはカード
ゲームなんだ。
　母方の祖母はいつもカードプレーに熱心で、私が生まれる
前からコントラクトブリッジの会員だ。祖母からはアングロア
メリカンデッキのカードと通常のカードゲームをたくさん習っ
た。中でも好きなのはクリベッジだ。家族でいつもしていた
し、キャンプ行った時やカナダに来た観光客とも遊んだので、
とてもポピュラーだと思っていた。が、日本に来たら同僚のア
メリカ人が “ クリベッジ？何それ？” といった。すぐ南隣の国
民がこのゲームを聞いたことがないなんて！　でもアングロア
メリカンデッキでするクリベッジより多くのゲームがあるんだ
ね、世界には。
　みんなは「アングロアメリカンデッキ」って何？って思ってる
よね。アメリカの一般的なbicycle や bee( 写真参照 ) のカー
ドや日本のトランプの形の始まりはフランスなんだ。カナダは
多様な文化が集まった国なので、世界中のゲームがある。
ヨーロッパの国ではそのデッキに特別な形がある国が多い。
以前イタリア人の彼女がいた。彼女の家族はイタリアの世界
遺産に誇りをもっていて、同様にイタリアの伝統的なカード遊
びを教えてくれた。勿論それにふさわしいデッキを使って。日
本なら花札、中国ならドミノゲームなどは独特のデッキを使
う。中でも一番は世界中で人気のある「ＵＮＯ」。これも特別
なデッキを使っている。
　デッキはゲームをするだけではない。カードで占いをした
り、マジックにも使う。アメリカでは占い師のタロット占いがで
きる、という広告がよく新聞に載る。マジックに関しては、普通
のカードを使って手品をするトリックについては何も言わなく
ていいよね。You Tubeにも手品の動画はたくさんあるから。
　カード遊びの楽しい思い出は語るに尽きない。いつもカー
ドを持ち歩いている。スマートホ
ンの電池が切れた時、本を読み
終わってしまった時、もし一組の
カードがあれば、一人遊びをして
時間を過ごせるし手品の練習も
できる。運命に身をまかせたり、
手を使って ( カードをしながら )
新しい友達を作りたいなら占い
をやってみるのもいいかもね。

     While I was growing up, whenever we'd 
have family dinners, go camping or go to my 
grandma's house we would always wind up 
playing card games. It was also very 
common to play card games at school 
during recess or for their to even be poker 
clubs, even if they weren't official. Now 

almost everyone has a smartphone in their 
pocket and a computer or game console in 

their home, but in my family, card games are 
still a staple of our get togethers.

     My grandma on my mom's side of the family has 
always been a passionate card player and I think she's 

forgotten the rules to more card games than I've ever learned. 
She's been a member of bridge clubs for longer than I've been 
alive and taught me quite a few of the common card games you 
can play with a standard French deck of cards. One of my 
favorite games that she's taught me that my whole family plays 
is called Cribbage. This is a game that I grew up with and that 
I always thought was very common, but when I moved to 
Japan I was shocked that some of my American co-workers 
had no idea what Cribbage was. I'd been able to play Cribbage 
with foreign tourists back in Canada that I'd met on camping 
trips with no difficulty at all, but my southern neighbors had 
never heard of the game. But there are so many more games 
than   Cribbage that you can play with a French deck of cards.
     But you're probably wondering what I mean when I say a 
French deck of cards. Well the standard pack of Bicycles or 
Bees that you'd buy back in North America or the Trump cards 
you find in Japan are originally from France. In Canada 
though, we've got many cultures from all over the world, 
which means we have games from all over the world. One of 
the interesting things about playing cards is that in Europe, 
quite a few countries have their own style of playing cards. I 
dated a girl whose family was very proud of their Italian 
heritage and they showed me how to play their traditional card 
games as well, with a proper Italian deck of cards too. There 
are also obviously card games like Japan's Hana Fuda and 
Chinese dominoes, which are played with their own unique 
decks. On top of that, there's also card-games like Uno that use 
a special deck of cards that is all their own, which is popular 
around the world.
    Beyond just playing games, cards also have a history in 
fortune telling and magic. You'll often find people advertising 
their fortune telling abilities in the newspaper in North 
America and they always mention their ability to read Tarot 
cards. Even if you don't believe in fortune telling, there are 
many games you can also play with a deck of Tarot cards. As 

far as magic goes, I'm sure I don't need to tell 
you about all the tricks that you can perform 
with the standard deck of cards. You Tube can 
do that.
    I have many fond memories of playing cards 
and always travel with a deck of cards still. 
Smartphone batteries run out, you can finish a 
book, but with a deck of cards you can always 
play solitaire to pass the time, practice some 
kind of magic trick, try telling your fortune if 
you want to tempt fate or maybe even make 
some new friends over a couple of hands.

ジョーダン  イライアス　(カナダ )黄  鳳嬰（台湾）

WHAT ABOUT CARD GAMES
Jordan Elias (Canada)
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favorite games that she's taught me that my whole family plays 
is called Cribbage. This is a game that I grew up with and that 
I always thought was very common, but when I moved to 
Japan I was shocked that some of my American co-workers 
had no idea what Cribbage was. I'd been able to play Cribbage 
with foreign tourists back in Canada that I'd met on camping 
trips with no difficulty at all, but my southern neighbors had 
never heard of the game. But there are so many more games 
than   Cribbage that you can play with a French deck of cards.
     But you're probably wondering what I mean when I say a 
French deck of cards. Well the standard pack of Bicycles or 
Bees that you'd buy back in North America or the Trump cards 
you find in Japan are originally from France. In Canada 
though, we've got many cultures from all over the world, 
which means we have games from all over the world. One of 
the interesting things about playing cards is that in Europe, 
quite a few countries have their own style of playing cards. I 
dated a girl whose family was very proud of their Italian 
heritage and they showed me how to play their traditional card 
games as well, with a proper Italian deck of cards too. There 
are also obviously card games like Japan's Hana Fuda and 
Chinese dominoes, which are played with their own unique 
decks. On top of that, there's also card-games like Uno that use 
a special deck of cards that is all their own, which is popular 
around the world.
    Beyond just playing games, cards also have a history in 
fortune telling and magic. You'll often find people advertising 
their fortune telling abilities in the newspaper in North 
America and they always mention their ability to read Tarot 
cards. Even if you don't believe in fortune telling, there are 
many games you can also play with a deck of Tarot cards. As 

far as magic goes, I'm sure I don't need to tell 
you about all the tricks that you can perform 
with the standard deck of cards. You Tube can 
do that.
    I have many fond memories of playing cards 
and always travel with a deck of cards still. 
Smartphone batteries run out, you can finish a 
book, but with a deck of cards you can always 
play solitaire to pass the time, practice some 
kind of magic trick, try telling your fortune if 
you want to tempt fate or maybe even make 
some new friends over a couple of hands.

ジョーダン  イライアス　(カナダ )黄  鳳嬰（台湾）
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＊当会報へのご意見ご希望をお寄せ下さい。
＊また、当会報は、別紙でハングル版と中国語版
   が、用意されています。ご希望の方は、上記まで
   ご連絡下さい。お送りします。

Editor's Note   
There are only eight months left before the Tokyo 2020 Olympics-
Paralympics begins. Tama City concluded that the athletes of 
Iceland would have training for some events in Tama before the 
Olympic Games. We would pay attention to the country, Iceland, 
which we haven’t taken care of before. The more we know, the 
more we feel close because it is similar to Japan. For example, 
both are island countries and there are a lot of volcanoes, hot 
springs and we are the top countries for safety in the world. Why 
don’t you go traveling Iceland with white nights next summer.

　2020 東京大会まであと 8 か月となりました。多摩市がア
イスランド選手団の事前練習地となり、今まであまり話題に
ならなかったアイスランドという国に注目が集まっています。
　この国を知るにつれ島国、火山、温泉、治安がいいなど
日本と重なることが多く、親しみがわきます。来年の夏は白
夜のアイスランドを旅するのはいかがでしょうか。

（表紙： アイスランド　　　画： Promote Iceland）
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