
隔 ⽉ 刊 ⽇ 本 語 新 聞

2 0 2 1 年 3 - 4 ⽉ 号

隔⽉刊⽇本語新聞 - PUBBLICAZIONE
PERIODICA GRATUITA distribuita in Italia
ANNO 5 - NUMERO 2- MARZO/APRILE
2021 | Edito da: Geienneffe Editore S.a.s.
Testata giornalistica iscritta al Tribunale
di Milano n° 53 del 23/01/2017

N. 30

Curiosare il Giappone
Articoli in italiano da pag. 6

わくわく するイタリア新聞



No.30

2

http://www.ciaojournal.com/
ciao@ciaojournal.com

ciao_journal

CiaoJournal

Ciao Journal

Ciao Journal イタリア新聞

Ciao! Journal広告掲載料⾦
Tariffe per pubblicità
広告⼀回掲載料⾦
Tariffe Pubblicità per una singola
uscita modulo（mm59×59）
€140＋IVA（mm59×59）
€60＋IVA（mm59×26.5）
1ページPrima pagina
タイトル上 sopra la testata €380＋IVA
2,3,16ページPagina 2,3,16 €200＋IVA
上記の料⾦に広告原稿作成代は含みません。
Iprezzi non contengono il costo per l'elaborazione
degli impianti.

チャオジャーナル無料配布先募集
●⼀回の送料はミラノ・ローマ市内8ユーロ、イ
タリアの他地域15ユーロ
●ご希望部数100部までクーリエサービスにて送付
●本誌p.2の無料配布先、弊紙HPの配布先マッ
プに御社名記載

詳細のお問い合わせ
Per maggiori informazioni scrivere a
ciao@ciaojournal.com

CIAO! Journal 無料配布先（⼀部）
Dove trovare CIAO! Journal
MilanoConsolato Generale del Giappone a
Milano, JETRO, ⽇本⼈学校, Eurasia
Language Academy, Brera⻭科, Sagami,
A.CLA.MI, Poporoya, Shiro, Ristorante
Osaka,BoutiqueG81,Yazawa,Gastronomia
Yamamoto, Tenoha, Tenoha Ramen,
Tanabata, Alimentari Gaghe, Warew, Tozai,
Hair SalonOtto, Hair Salon AFICS, Hazama,
Ichi Station, Endo Tomoyoshi, Studio
Ypslion, Asian Studies Group, Università
degli Studi di Milano (Facoltà di Mediazione
Linguistica), Grand Hotel et de Milan, Park
Hyatt, Mandarin Oriental Hotel, Info Point
Milano,Hotel Brunelleschi, Atelier Tokuda
Roma Ambasciata del Giappone, Istituto
Giapponese di Cultura, ⽇本⼈学校,
Ristorante Sushisen, Zensushi
Torino RistoranteJaps,TakoyakiMinamoto
Bologna RistoranteManyi-Sagami
Como Miciscirube
ModenaSagami
PalermoHoBento
Tokyo Istituto Italiano di Cultura Tokyo,サ
ルトリア・イプシロン
Kobe 神⼾⽇伊協会

コロナ勃発から1年。みんなが緊急⾸
相令「DPCM」とマスク着⽤にやっ

と慣れてきたある⽇、第2次コンテ内閣は
幕を閉じ、気がつけばドラギ内閣が発⾜
していた。⼀体何が起こったのか。

終わりの始まり
2021年1⽉13⽇、元⾸相で現Italia Viva党

⾸のレンツィ⽒は突如、下院にて記者会
⾒を開き、⾃党所属のベッラノーヴァ農
林⼤⾂、ボネッティ男⼥平等・家族⼤
⾂、スカルファロット外務次官の3名を辞
任 さ せ る と 発 表 し た 。 こ れ に よっ
て、PD（⺠主党）と五つ星運動党＋6つの
極⼩政党から成る連⽴与党は過半数を割
り込み、存続の危機に陥った。当時は、
その1週間前（1⽉6⽇）に起こった⽶国議
会襲撃事件に世界中の関⼼が集中してお
り、イタリアも例外ではなかった。であ
るため、国⺠は寝込みを襲われた形で⾃
国に起こったことを認識したのだ。

予防接種は始まったもののコロナは相
変わらず猛威をふるい、新規感染者数は
毎⽇1万⼈以上、イタリアでの死者総数は
9万⼈を超え、⻑引くロックダウンで消滅
した企業は30万社に上っていた（Il sole 24
ore）。政府は、割り当てが決定したEU⽀
援⾦（Recovery Plan：コンテ内閣の尽⼒
でイタリアには加盟国中最⾼の2100億ユ
ーロが配賦されることになっている）の
使⽤計画書を期限内に提出するため、奔
⾛しているところだった。翌⽇の1⽉14⽇
には飲⾷業救済措置（Decreto Ristori）も

決議されることになってい
た。

このように、予防接種と資⾦
調達が具体化してイタリアが
「さあこれから⽴ち上がろう」
というときに、レンツィ⽒は何
を思って出端（ではな）をくじ
くようなことをしたのか。

Italia Viva次第だった連⽴与党
第2次コンテ内閣が成⽴して間もない

2019年9⽉、マッテオ・レンツィ⽒はそれ
まで所属していたPDを離脱し、上院14
名、下院26名の議員と共に新党Italia Viva
を結成した。その後、上院18名、下院30
名に増えたものの、議会全体に占める割
合は依然4.5%に過ぎなかった（2021年1
⽉）。このような極⼩政党に倒閣を企て
ることが、なぜ可能だったのか。それ
は、そもそもこの連⽴与党が正にItalia
Vivaのお陰で成り⽴っていたものだから
だ。

与党は今年1⽉現在、上院161名、下院
332名で且つ且つ（かつがつ）過半数を占
めていた。Italia Vivaの18名と30名がそれ
ぞれ抜けると過半数（上院161名、下院
316名）を保てなくなる。この意味で同党
は鍵としての役割を果たしていた。そし
てレンツィ⽒はその設⽴時から「与党を
倒すも存続させるも⾃分たち次第」であ
ることを⼗分に認識していたのだ。

同⽒は、2⼤⾂を辞任させた理由を以下
のように述べた。「コンテは国の抱える

ありがとうコンテ⾸相
この時期に倒閣！ いったい何が起こったの？
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問題を解決するどころか、⾒ていない。
政治はツイッターやインスタグラムのよ
うなポピュリズム的⼿段ではなく、⺠主
主義の様式に則って⾏うべきだ。やり⽅
が悪い。MES（加盟国救済資⾦：2012年
から存在する低⾦利の貸付⾦）を拒否し
ている。公共の建設⼯事を早急に再開す
べき。etc…」。じゃあ、なんで与党の⾃
分は協⼒しないの？ 倒閣しなければ解決
できない問題だったのか？ これについてIl
sole 24 ore紙は「レンツィは内閣における
⾃党の権⼒を広げたかった」と評し、プ
ローディ元⾸相は「倒閣⾃体が⽬的だっ
たとしか思えない」と語っている。

3つの選択肢
Italia Vivaの⼤⾂たちの辞任後、コンテ

内閣は国会で信任再確認を余儀なくされ
る。1⽉18⽇に下院で⾏われた信任投票で
は賛成321票、反対259票（レンツィ党は
棄権）で過半数を獲得したものの、翌19
⽇上院では賛成156、反対140（レンツィ
党16票棄権）で絶対多数の161票に満たな
かった。過半数を確実に保つことが不可
能になったのを受けて、1⽉26⽇の辞任に
⾄ったというわけだ。

ここにおいてイタリアは、①⾸相は変
えずにレンツィ党の⾔い分を全⾯的に受
け⼊れた内閣を組閣するか、②⾸相も⼤
⾂も変えて内閣を新たに編成するか、③
総選挙に突⼊するか、の岐路に⽴たされ
た。⼀⽅、国家を混乱に突き落とした超
本⼈は責任を感じるどころか、この間サ
ウジアラビアに⾶んで王様の下でTVに出
演し、8万ユーロの報酬を得たりしていた
そうな。

マッタレッラ⼤統領の選択
コンテ⾸相の辞任によって、こたびも

事態収拾のバトンを渡されたマッタレッ
ラ共和国⼤統領は、1⽉27⽇から2⽉2⽇ま
での7⽇間、カセッラーティ上院議⻑並び
にフィーコ下院議⻑と共に各党代表の意
向を打診し、次期内閣組閣の可能性を探
った。この時期、コンテ⾸相⽀持率は
58%に上昇したのに対しレンツィ⽒は
10%に下降。PDと五つ星運動党は最後ま
で第3次コンテ内閣を推したものの、ぶち
壊しを企てたItalia Vivaは全く歩み寄りを
⾒せず、第1の選択肢は無しに。

フィーコ下院議⻑から「コンテを⾸相
とする組閣の可能性がない」との報告を
受けた2⽉2⽇、マッタレッラ⼤統領は国
⺠に、現在イタリアが置かれている状況
を ⾃ ら 説 明 し 、 ⾃ ⾝ の 決 断 を 述 べ
た。「各党への打診の結果、現⾏与党に
よる再組閣の可能性が無いことは、はっ
きりした。残る道は2つ。今直⾯している
医療・社会・経済の危機に即時対応でき
る新内閣を組閣するか、総選挙を⾏う
か、である」。「選挙は⺠主的⼿段であ
るが、実施するに当たって考慮すべき問
題がある。イタリアの運命がかかってい
る今、政府の活動を制限して選挙運動を
⾏うことが果たして可能なのか。コロナ
を抑え込めるかどうかの瀬⼾際にある
今、必要なのは権限を充分に⾏使できる
政府だ。予防接種の実施や3⽉末に期限切
れとなる解雇禁⽌措置についてなど、選
挙運動をしながら⽚⼿間に考えていける
ものではない。EUから下りることになっ
ている資⾦の使⽤計画書は4⽉中に提出が
求められているし、最終的に配賦が本決

HPも⾒てね！⇨ ciaojournal.com
Seguiteci anche su ⇨ ciaojournal.com

Ciao! Journal PubblicazionePeriodica
Registrazione
Tribunale di Milano n°53 del 23/01/2017
Direttore Editoriale Junko Kataoka
DirettoreResponsabileEugenioBersani
Editing e pubblicità Geienneffe Editore
S.a.s.
C.F. e Partita IVA: 09698530962
C.C.I.A.A. diMilanoREAn°:MI-2108642
Mail: ciao@ciaojournal.com
Web:www.ciaojournal.com
Redazione:Junko Kataoka, Natsu
Funabashi, Isato Prugger
Progetto grafico: Gabriel Suzuki Studio
Revisione in italiano: Fulvio Cattaneo

Hanno collaborato a questo numero:
Masao Yamanashi, Camilla Troisi,
Kazuhiko Hori, Kyoko Higuma, Masako
Kawashima, Natsumi Kan, Ilaria
Signoriello, Federico Bianchi

Foto in copertina: Linus Hori
Tipografia: Gruppo Stampa GB s.r.l.
VialeSpagna,154-20093 ColognoMonzese
Finitodistamparenelmesedimarzo2021

Riproduzione riservata©GeienneffeEditoreS.a.s.

⽬次∕Indice

ありがとうコンテ⾸相
-この時期に倒閣！いったい何が起こったの？

かけあしイタリアのニュース
イタリアでのコロナ予防接種
ミラノの花屋 徳⽥⼤介さん
-⽇本の植⽊職⼈、イタリアで本領発揮！

Il giardiniere aMilano
-L�abilitàdiungiardinieregiapponese in Italia

あなたの⼀番好きな漢字は何ですか？
Quale è il tuo kanji preferito?
調味料の話：醤油
Condimenti della cucina giapponese:
La salsa di soia
⽇本を斬る！
-⽇本での妊娠と出産

IlGiapponevistodaunitalianoresidenteaTokyo
- Gravidanza eparto inGiappone

Ciao!Journal in piazza
-掲⽰板∕annunci

今⽉のナイスショット
La foto delmese

（ｐ.4につづく）

p.2

p.4
p.5
p.6

p.6

p.10
p.10
p.12
p.12

p.13

p.13

p.15

p.16
p.16

©Natsugrafysenpai

Giuseppe Conte ©Governo/
Creative Commons



No.30

4

まりになるまで3か⽉しか無い。いま国会
を解散して選挙に持って⾏くとなると、次
期国会成⽴まで数か⽉を要するだろ
う。2013年の総選挙では4か⽉、2018年に
は5か⽉を要した。加えて、選挙を実施す
ることがコロナの更なる拡散に繋がるこ
とは他国が証明している。以上のことに
より、この緊急事態に即対応できる、国
際的信⽤度の⾼い内閣（alto profilo）の組
閣を考える」。

その後マッタレッラ⼤統領はドラギ前
欧州中央銀⾏総裁を⾸相に指名し、新内
閣組閣を指⽰したのであった。

コンテ⾸相
2018年、コンテ⽒は全く無名、未経験

のまま、レーガ・五つ星運動党から成る
中道右派内閣の⾸相になり、2019年から

はPDと五つ星から成る中道左派内閣の⾸
相を務めた（旗⾊が逆になった内閣の⾸
相を続投）。そして2020年、年明けとと
もに世界に先駆けて「コロナ禍」の試練
を与えられた。

Italia Viva⼤⾂2名の辞任からちょうど1
か⽉後の2⽉13⽇、コンテ⾸相はドラギ新
⾸相に鐘を⼿交した（La cerimonia della
campanella=⼩さな鐘を次期⾸相に⼿渡
す。全職務を引き渡したという意味）。
コロナの怒涛を正⾯から受け⽌めたコン
テ⾸相がキジ宮殿から去って⾏くとき、
彼のスポークスマンは涙ぐみ、⼈々は拍
⼿で⾒送った。

「私は内閣府で⼀番重要な席に就い
て、仕事をさせて頂きました。多忙な⼀
⽇の終わりや苦しい選択を迫られたと
き、イタリアという国を代表する誇りと
責任を常に感じました。この2年半のあい

だ応援して下さった国⺠の皆さん、あり
がとうございます。批判して下さった⽅
にも感謝します。そのお陰で⾃らの判断
や⾏動がより慎重になりました。コロナ
禍に⾒舞われたこの1年間、皆さんが⾒せ
てくれた⼒と勇気は素晴らしいものでし
た。どんなに酷い障害も、恐怖⼼や打算
を抜きにして勇気と決断と責任感を以て
すれば乗り越えられることを、証明して
くれました。限りはありながらも、私は
全⾝全霊を尽くして仕事をしました。皆
さんの⼀⼈⼀⼈が苦しい中で、いま我慢
すればより良い明⽇が来ると希望を持ち
ながら協⼒してくれていること。それを
常に念頭に置くよう努めました」。

「本⽇から私は⾸相ではなく、⼀般市
⺠に戻ります。国⺠の皆さんは誰もが積
極的に政治に参加するべきです。そして、
市⺠の⽣活を良くするための政治と、政

2020年12⽉
●15⽇、世界的にグーグルのサービス
が⼀時停⽌。ミラノの⾮営利慈善団体
で貧困者に⾷糧を配る「 P a n e
Quotidiano」に⻑蛇の列。●17⽇、フ
ァイザー社コロナワクチンのEU加盟国
配布⽬前にして、イタリアでも州ごと
の配当数や接種の順番が具体化。ミラ
ノでM3.9にコリエーレ紙「ミラノでこ
れ程の強さは500年ぶり」。●18⽇、
スウェーデン国王「⾃国のコロナ政策
は失敗した」。マクロン仏⼤統領コロ
ナ陽性。9⽉からリビアで捕縛されてい
た伊漁船2隻の乗組員18⼈が3か⽉ぶり
に解放。●19⽇、トリノ郊外で74歳⼥
性が娘の飼うチェコスロバキアン・ウ
ルフドッグ5頭に襲われ死亡。財務警察
がロマンス詐欺団（ナイジェリア⼈14
名＋伊⼈1名）逮捕（ロマンス詐欺=イ
ンターネット等で知り合った相⼿を騙
して恋⼈のように振る舞い送⾦させる
振り込め詐欺）。被害⼥性100⼈以
上、横領⾦総額1000万ユーロ。●21
⽇、英国で確認のコロナ変異種がロー
マでも確認。英国への発着便ストッ
プ。●22⽇、EMA（欧州医薬品庁）が
ファイザー社製ワクチン認定。27⽇か

イタリアのニュースかけあし
らEU加盟国で接種開始。2018年崩落のジ
ェノヴァのモランディ橋、⽀柱を⽀える⾦
属製⽀線が1993年から未点検だっ
た。●23⽇、コロナ犠牲者遺族500世帯
が、国の対応の遅れだったと提訴。●24
⽇、殺⼈罪（本⼈は無罪主張）で無期懲
役、フロリダ州の刑務所で20年間服役し
てきたテレビ製作者キコ・フォルティ⽒の
帰国が伊政府の交渉で実現。コリエーレ紙
「2020年1〜11⽉のサイバー犯罪件数16
万982件（⼀⽇480件）、前年度⽐32.7%
増」。●27⽇、伊でコロナワクチン接種
開始、初⽇は医療関係者2000⼈。トリノ
近郊でイルミネーション発⽕、モンテゼモ
ロ・フィアット前社⻑宅が⽕事に。●28
⽇、カンパニア州デ・ルーカ知事が真っ先
にワクチン接種し物議醸す。18世紀から
続くフィレンツェの⾦箔製造会社が英ビッ
グベンの修復を任される。●29⽇、ブレ
グジットでEUと英国が通商協定。●30
⽇、クロアチアでM6.4。デザイナーのピエ
ール・カルダン⽒死去（98歳。ヴェネト州
⽣まれ）。●31⽇、伊でワクチン接種計1
万⼈。

2021年1⽉
●1⽇、英国がEU離脱。●2⽇、アゼルバ
イジャン〜ブリンディシの⾃然ガスパイプ
ライン（TAP。2016年5⽉着⼯、昨年10

⽉完成。全⻑878キロ）が伊におけるガス
供給開始。●3⽇、フィレンツェ⼤聖堂ブ
ルネレスキのキューポラの⽡に⽝や猫、
鷲などが建設当時（15世紀）につけた⾜
跡発⾒。●6⽇、6年前に起案の核廃棄物
保管地67か所を政府が認可、公表。●7
⽇、⼤統領を最終決定中の⽶国連邦議会
襲撃、死者4名。コリエーレ紙「2020年
度⾃動⾞売上28%減」。昨年10⽉26⽇か
ら在宅授業の⾼校の開校⽇（7⽇）をロン
バルディア州が24⽇に延期したため、学
⽣と教員が州庁舎前で抗議デモ。●9
⽇、12年前のヴィアレッジョの貨物列⾞
爆発事故（死者32名、負傷者25名）で、
最⾼裁が国鉄幹部の過失致死罪を無効に
し、遺族が抗議。ナポリの病院駐⾞場が
陥没し2000平⽶の⽳。●10⽇、フランチ
ェスコ教皇の専属医がコロナで死亡。オ
ープンアームズ号難⺠の不法監禁罪に問
われるレーガ・サルヴィーニ党⾸の裁判
がパレルモで開始。●11⽇、仏ブザンソ
ンで、18歳になり強制帰国処分のギニア
の少年の滞在許可延⻑を求め、雇⽤主の
パン屋ハンスト。●13⽇、Italia Vivaのレ
ンツィ党⾸が同党の⼤⾂2名を辞任させ、
コンテ内閣倒閣の危機（p.2に記事）。伊
のコロナ犠牲者8万⼈を超える。1⽉24⽇
まで⾼校をリモート学習とするロンバルデ
ィア州令を、TAR（州⾏政裁判所）が「学

政界アラカルト

（ｐ.３よりつづく）
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治家が⾃分の影響⼒を保持するための政
治の違いを、区別できるようになって下
さい。私は様々な⽅の協⼒で、平等・助
け合い・環境保護を⽬指す政策の⽅向づ
けに貢献することができました。今後も
この⽅針を守ってやっていくつもりです。
⼀つの章が終わったからといって、我々
の進むべき歴史が幕を閉じたことにはな
りません。イタリアと共に！イタリアの
ために！ありがとうございました」。

コンテ⽒がFBに載せたこの挨拶はライ
ク数130万を超え、彼のフォロワーはこの
1年で450万⼈に達したという（いずれも
2021年2⽉28⽇現在）。⼿練⼿管を弄しな
い「真っすぐな政治」があることを⾝を
以て教えてくれたコンテ⾸相に、私も⼼
からお礼を申し上げたい。

MasaoYamanashi

習の権利を侵害する」として無効
に。●16⽇、配給⾷料品を外国⼈に渡す
ことを拒否したサン・ジェルマーノ（ピエ
モンテ州）の市⻑（レーガ）が⼈種差
別、横領等の罪で逮捕。●17⽇、ファイ
ザー社がイタリア向け予防接種供給を1週
間遅らせる旨を通告。●18⽇、コンテ内
閣下院の信任投票で過半数（321票）獲
得。コロナ科学技術委員会（CTS）が⾼校
開校を州政府に勧告。ロシアの反政府主
導者ナワリヌイ⽒がベルリンからロシア
に帰国と同時に逮捕。●20⽇、上院の信
任投票156票で過半数に達したが、絶対過
半数の161票に届かず。⽶国バイデン新政
権。●22⽇、パレルモで10歳⼥児がネッ
トの窒息ゲームで死亡。●23⽇、1週間前
にロンバルディア州がレッドゾーンに指
定された際、感染者数にミスがあり本⽇
からオレンジに。英⾸相「英国変異種の
致死率30%⼤」。コリエーレ紙の調べで
「内閣は辞職して総選挙に向かうべき」
と回答した国⺠20%。42%の国⺠「倒閣危
機の理由が不明」。1938年ヴィットリオ
・エマヌエレ3世がムッソリーニの意向に
より公布した⼈種差別法に対し、孫のエ
マヌエレ・フィリベルト⽒が謝罪。●24
⽇、欧州全体でファイザー社がワクチン
供給量削減。●26⽇、上院で与党議席が
絶対数に届かなかったことを受けてコン

テ⾸相辞任表明。モンティキアリ救急病
院（ブレシャ）の医局⻑が、コロナが猛
威を振るっていた昨年3⽉、他の患者に病
床を譲る⽬的で患者2名に⿇酔薬を投与し
て死亡させた疑いで逮捕。国がコロナ対
策の州の⾊を決定するためのデータを、
ロンバルディア州は5⽉から54回間違えて
提出。

2⽉
●1⽇、ロシア全⼟に拡⼤しているナワリ
ヌイ⽒⽀持デモで5000⼈逮捕。●2⽇、
第3次コンテ内閣組閣を⽬指して各党間の
交渉開始。Italia Vivaのレンツィ党⾸の過
⼤要求でPD、五つ星党との交渉難航。●3
⽇、現内閣連⽴与党間の交渉決裂。マッ
タレッラ⼤統領はドラギ前欧州中央銀⾏
総裁を新⾸相に指名。●4⽇、ドラギ新⾸
相による組閣のための各党打診開始。●6
⽇、野党レーガとFIがドラギ内閣⼊閣の意
向表明。ジェノヴァでキックスクーターの
⼥性が⼤型トラックに轢かれ即死。●11
⽇、昨年11⽉から観光客に扉を閉ざして
いたミラノのドゥオモ開く。●13⽇、ド
ラギ⾸相が23⼤⾂発表。コリエーレ紙
「新規感染者の5分の1は英国変異
種」。●14⽇、コンテ⾸相が拍⼿の中、
キジ宮殿（内閣府）を去る。

NatsumiKan

救命センター118

イタリアでのコロナ予防接種
イタリアでは医療関係者へのコロナワク

チン接種が完了し、⾼齢者の接種が始まっ
ています。地域によって差があり、ロンバ
ルディア州では2⽉18⽇から80歳以上への
接種が始まりました。

コロナワクチンは「mRNAワクチン」と
呼ばれるものです。「mRNA」（⼈⼯的に
作ったコロナの設計図）を注⼊すると、細
胞内でコロナのタンパク質の⼀部が作られ
ます。するとヒト免疫細胞がそのタンパク
質を異物と認識し、免疫ができるという理
屈です。今のところイタリアで使⽤されて
いるワクチンは3つの異なる製薬会社によ
るものです。だいたい3週間以上の間隔をあ
けて2度⽬の接種を受けた後、1〜2週間⽬
以降に効果が出始めると⾔われています。

接種には年齢や健康状態を鑑みた優先順
位があり、⾃分の該当枠の順番が来るまで
は予約ができません。コロナワクチンは各
州が管理していますので、予約の⼿順につ
いては州のサイトを⾒るのが⼀番です。ロ
ンバルディア州の場合は、州が準備したリ
ンクから直接予約することができます
（https://www.regione.lombardia.it/wps/
portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid）。
⾃分で⼿続きをするのが難しい場合にはフ
ァミリードクターに予約をお願いするか、
あるいは薬局でも代わりに予約してくれる
ところがあります。いずれの場合
も、CodiceFiscaleが記載されたTessera
Sanitaria（健康保険証）が必要です。

コロナのワクチンは⼤変繊細で保存がと
ても難しいので、地域ごとのワクチンセン
ターに赴くことになりますが、疾患がある
⽅のために在宅で接種できるサービスもあ
るようです。現在のところ接種は義務では
ありません。

servizio diMasakoKawashima

bicé Bicchieri ecosostenibili

made in Italy

www.bicebio.combicebio

2⽉13⽇、キジ宮殿を後にするジュゼッペ・コンテ。
写真は、コンテ⽒が挨拶⽂とともにFBに掲載したも
の。∕Giuseppe Conte che lascia il Palazzo
Chigi（foto dal post pubblicato da Giuseppe Conte su
Facebook il 13 febbraio）.



Il giardiniere a Milano
Daisuke Tokuda
L�abilità di ungiardiniere giapponese in Italia
Ciao Dopo essersi laureato ha iniziato a lavorare come giardiniere.
Questo perché la sua è una laurea in orticoltura e giardinaggio?
Tokuda No, anzi, tutt�altro. Io ho studiato storia e geografia. Mi sono
iscritto perché i miei genitori ci tenevano che frequentassi l�università,
ma ilmio sogno è sempre stato quello di dedicarmi al giardinaggio.
Ciao Comemai questo sogno?
Tokuda Quando ero piccolo, ero sempre intento a osservare il
giardiniere che veniva a lavorare a casa mia. Mi salutava tutte le
mattine!Chebei ricordi. Sarà stato forsequestoadavermiportatoa fare
quello che faccio oggi? (ride)
Ciao Quindi è così che si è avvicinato al giardinaggio! Come mai,
invece, ungiardiniere tradizionale giapponese
come lei ha deciso di venire proprio in Italia?
Tokuda C�era un mio amico che stava qui a
Milano per studio, e così nel 2000 ho colto
l�occasione per girare un po� per l�Italia. Che
dire, me ne sono innamorato! Ho subito
pensato: �è qui che voglio vivere!�.
CiaoHasubitopensatodi voler lavorare come
giardiniere qui in Italia?
Tokuda Sì, esatto. Credevo di poter sfruttare
ciò che avevo imparato in Giappone anche
qui.

Tokuda Cosìmi sono
trasferitoe, dopoaver
frequentato una
scuola di lingue a
Livorno, mi sono
spostato a Milano.
Qui ho lavorato per circa tre mesi in un negozio di giardinaggio che mi
era stato presentato da un amico, finché non ho conosciuto �Numero
9�, il famoso atelier di composizioni floreali di Milano. È stato proprio lì
che ho imparato tutto ciò che c�è da sapere sui fiori, anche perché in
Giappone non avevo approfondito particolarmente la cosa.
Ciao Com�è stato quando ha iniziato a lavorare in Italia?
Tokuda È stato un bell�inizio e per questo devo ringraziare tutte le
persone che mi sono state accanto. L�unico problema era che, oltre a
lavorare in un negozio di fiori, volevo anche continuare a fare il
giardiniere. Peccato solo che a Milano di giardini privati ce ne fossero

pochi e, quando c�erano, mi veniva sempre detto dai
proprietari che avevano già dei giardinieri ai quali si
affidavano da parecchi anni. Un�altra cosa che mi aveva
lasciato un po� spiazzato era stata la differenza abissale
che c�è tra Italia e Giappone nella cura delle piante.
CiaoOra che invece ha un negozio tutto suo qui a Milano,
di cosa si occupa?
Tokuda �Atelier Tokuda� l�ho aperto nel 2015 e oltre alla
vendita e la consegna dei fiori e piante, ci occupiamo di
decorazioni floreali per ristoranti, showroom e vari
eventi, e della manutenzione dei giardini interni di case
private e condomini. Ultimamente abbiamo anche

とくだだいすけ
埼⽟県出⾝、1976年⽣まれ。⼤学卒業後、植⽊職⼈と
して8年を過ごし2005年渡伊。2007年よりミラノのイゾ
ラ地区にある著名な花屋「Numero 9」に就職。2015年
に独⽴して「Atelier Tokuda」（アトリエ徳⽥）を開
店。ミラノで⽇本⼈が初めて開いた花屋である。

Daisuke Tokuda
Nato nel 1976 nella prefettura di Saitama. Dopo essersi
laureato, lavora per 8 anni come giardiniere, finché nel
2005 non si trasferisce in Italia. Nel 2007 inizia a lavorare
per �Numero9�, il famosoatelier di composizioni floreali
di Milano, zona Isola. Nel 2015, apre �Atelier Tokuda�, il
primo negozio giapponese di fiori.
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Ciao 徳⽥さんは⼤学卒業
後に植⽊職⼈になられた
そうですが、⼤学では植
物や園芸関係の勉強を？
徳⽥ いえいえ全く関係な
いんです。専攻は史学地
理でしたので…。親の希
望で⼤学には⾏ったもの
の、ずっと植⽊職⼈にな

りたかったんです。
Ciaoどうして植⽊職⼈になりたかったのでしょう？
徳⽥⼩さい頃から、私の家に出⼊りしていた植⽊屋さんの仕事を
⾒ていました。毎朝挨拶してくれて、それが気持ちよかったのか
な（笑）。
Ciao 庭の⼿⼊れや植⽊の剪定などを近くで⾒て慣れ親しんでいた
のですね。では、その⽇本の伝統的植⽊職⼈さんが⼀体どうして
イタリアに？
徳⽥ 2000年にミラノ留学中の友⼈のところに遊びに来て、イタリ
ア中を旅⾏してまわり、気に⼊ってしまったのです。こっちで暮
らしたいとすぐに思いました。
Ciaoイタリアでも植⽊屋さんでやっていこうと？

徳⽥ はい、そうです。⽇本の技術はこちらでも使えると思ってい
ました。

徳⽥ 渡伊してリヴォルノの語学学校に通ったあと、ミラノに来ま
した。イタリア⼈の友⼈に植⽊屋さんを紹介してもらい、3ヶ⽉
ほどそこで働いた
後、今度はミラノの
超有名花屋である
「Numero 9」を紹
介してもらうことが
できました。花に
ついて基礎から表現
まで、そこで全て学
びました。⽇本で
は花に携わっていま
せんでしたので。
Ciao 実際にイタリ
アで仕事を始めて
みて、どうでした
か？
徳⽥ 周りの⼈に恵

ミラノの花屋 徳⽥⼤介さん
⽇本の植⽊職⼈、イタリアで本領発揮！

こんなVitaのインタビュー
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まれて順調なスタートでした。しかし、花屋と並⾏して植⽊職⼈
としての仕事をしたかったものの、ミラノでは個⼈宅の庭が割に
少ない上に、たとえ庭があっても「⼿⼊れは代々懇意にしている
植⽊屋に頼んでいるから」と断られ続けました。また、想像とは
違って植⽊の⼿⼊れの仕⽅が⽇本とは違いすぎて、少し残念に感
じたものです。
Ciao 現在ミラノで花屋さんをお持ちですが、仕事内容を教えてく
ださい。
徳⽥ 2015年に「Atelier Tokuda」をオープンしました。花や観葉
植物の販売と配達の他に、レストランやショールーム、各イベン
トでの花の装飾、それから個⼈宅や住宅の中庭の⼿⼊れも承って
います。最近では花の「定期お届け便」を始めました。コロナの
影響で⼼休まらない状況が続いていますので、少しでも⽣活に癒
しと潤いをお届けできればと。フラワーアレンジメント教室も早
く再開したいですね。
Ciao 庭の⼿⼊れに関しても現在は引く⼿あまたなんでしょうね。
⽇本の植⽊職⼈さんがイタリアで剪定していることを知って、実
は驚いています。ところで、「⽇伊では植⽊の⼿⼊れの違いが⼤
きい」とのことですが、具体的にお願いします。
徳⽥ 何度かイタリア⼈の庭師の⽅と仕事をさせて頂きましたが、
ほとんどの場合は外観重視で⾒た⽬を整えるだけで、「⽊を育て
る」ような切り⽅はあまりしていませんでした。中の⽅にある枝
は光を浴びることができずに枯れてしまっている…。私など「切
りすぎだ」としょっちゅう怒られていました。⽇本では幹の元ま

で太陽の光を通す「透かし」の技術を使います。⽊を健康に育て
ることを考え、その⽊の性質に合った無理のない枝作りや整え⽅
をするのです。

そして何よりも⼤事なのは掃除です。庭全体もそうですが、特
に植⽊の⾜元を綺麗に⾒せることにより、やり終えた⼿⼊れが引
き⽴ちます。⽇本では庭師の親⽅に「切るのは簡単、⼤事なのは
掃除」と教えられました。⽇本の植⽊屋はゴミひとつ残さず綺麗
にして帰りますが、私が出会ったイタリアの職⼈さん達は残念な
がらそうではありませんでした。勿論きちんと掃除をする⽅もい
らっしゃるとは思いますが…。
Ciao ⼀⽅、花については基礎から表現まで全てイタリアで学ばれ
たとのこと。その、イタリアで学んだという表現について、聞い
てみたいです。
徳⽥ たとえば、私の師匠である「Numero 9」のジュリオ⽒はブ

iniziato a offrire un servizio di abbonamento per le consegne a
domicilio (consegnamo periodicamente dei fiori): data la situazione
Covid che non accenna a cambiare, speriamo di poter portare così un
po� di calore e conforto nella vita delle persone. Vorremmo anche
ricominciare a tenere le lezioni di flower arrangement.
Ciao Almomento lamanutenzione dei giardini èmolto richiesta, vero?
A essere sincera,mi sono stupita quando ho scoperto che ci fossero dei
giardinieri giapponesi in Italia a occuparsi di potatura. A proposito,
un�altra cosachevorremmosapereèquantosiagrande ladifferenza tra
Giappone e Italia in fatto di cura delle piante. Ci può raccontare un po�?
Tokuda Ho lavorato un paio di volte con dei giardinieri italiani, ma
curavamo più che altro l�aspetto estetico delle piante, senza pensare
particolarmente a una potatura che potesse favorirne la crescita. Ecco
perché poi i rami centrali dell�albero, che erano più nascosti, non
ricevevano abbastanza luce e finivano per seccarsi: per evitare che
succedesse, finivo per tagliare sempre troppo, cosa che mi è costata
ben più di una strigliata. In Giappone, invece, si utilizza la tecnica del
sukashi (che significa �creare fessure�, N.d.E.), per fare in modo che la
luce del sole raggiunga tutti i rami. Si cerca così di capire il modo in cui
far crescere l�albero in salute e di potarlo a seconda di quelle che sono
le sue necessità.
Ci tengo anche a sottolineare che la cosa più importante da fare sia la
pulizia. È importantepulire l�intero giardino,ma soprattutto rimuovere
ciò che finisce per accumularsi alla base degli alberi. Così facendo, si
riesce a esaltare di più il lavoro di potatura svolto. Il mio capo in
Giappone mi ha sempre detto che �tagliare è facile, ma ciò che è
fondamentale è la pulizia�. In Giappone, il giardiniere quando finisce il
suo lavoro, non si lascia dietro nulla: rimuove tutto ciò che può essere
considerato un rifiuto, mentre i giardinieri italiani che ho conosciuto

questo purtroppo non lo facevano. Certo, non escludo il fatto che ci
sono anche dei giardinieri italiani che puliscono.
Ciao Ci diceva prima che tutto quello che sa adesso sui fiori, dalla base
al modo di modellarle, l�ha imparato qui in Italia. Potrebbe dirci
qualcosa di più inmerito?
Tokuda Quando lavoravo da �Numero 9�, osservavo sempre il mio
maestro Giulio preparare i bouquet. In pratica, una volta che capiva a
grandi linee il gusto e la richiesta del cliente, sceglieva quello che
sarebbe stato il fiore �protagonista�, e tutt�attorno metteva i suoi
�coprotagonisti�: ogni fiore che utilizzava aveva un proprio ruolo, e il
maestro si metteva all�opera quasi come se stesse raccontando una
storia. I fiori sembravanodanzare tra le sue dita, quasi come se lui fosse
il loromaestro d�orchestra.
Le sue erano performance audaci, ma al tempo stesso delicate ed
eleganti, tanto che persino i clienti rimanevano affascinati assistendo a
quel bellissimo spettacolo che prendeva vita davanti ai loro occhi. Per
meerameravigliosovedere come il clientepotessepreparare i bouquet
assieme al Giulio.
Quando poi decisi dimettermi in proprio, Giuliomi consigliò di dare un
taglio giapponese a quello che sarebbe poi diventato Atelier Tokuda.
Tra tutti i fioristi che ci sono in Italia, la mia particolarità è quello di
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ーケを作るときに、お客さんの要望や好みなどを⼀通り把握して
から花の主⼈公を決め、そのまわりに脇役がいて、という⾵に、
使う花それぞれに役割を与えます。そしてまるでストーリーを作
っていくかのように作品を作っていく。花⼀つ⼀つがその⼿の中
で踊らされているようで、彼はまるでオーケストラの指揮者のよ
うなんです。⼤胆に⾒えて、でも繊細、そして優雅。⽬の前で繰
り広げられる⾃信に満ち溢れたパフォーマンスに、お客さんも魅
了されていました。こういう⾵に作り⼿とお客様が⼀体になって
作品を作れるのは素晴らしいなと思いました。

⼀⽅、私が独⽴を決めたとき、そのジュリオ⽒に「⽇本⼈であ
るということを軸にしてスタイルを作れ」と⾔われました。イタ
リアに数多く存在するフローリストの中の「私の特徴」。それは
「⽇本⼈の庭師であること」です。ブーケを作る際に枝の組み合
わせを使って全体に⾯⽩い動きを出したり、アレンジメント（切
り花を吸⽔性スポンジにさしたもの）を作る際には⽯組みや苔な

どを使って⼩さな庭園を作ってみたり…。庭師として培ったテク
ニックを取り⼊れ、⽇本を感じさせる独特な表現が出来ればと思
っています。

Ciao 花瓶の花を⻑持ちさせる⽅法を教えていただけますか？
徳⽥ 「毎⽇の⽔替え」と「涼しい場所での保管」は重要です。⽇
に最低⼀度は⽔を替えて清潔に保って下さい。茎の下の部分が腐
ってきたら⽔を汚してしまうので、斜めにカットします。花瓶に
⽣ける花の組み合わせは、「⽔との関係性」が似ているものを選
びます。⽔をあまり多く吸い上げない花、例えばこの時期でした
らチューリップやラナンキュラス、ヒヤシンスなどは⼀緒に⽣け
ると相性がいい。その場合、花瓶に⼊れる⽔は少な⽬に。⼀⽅の
紫陽花や薔薇は⽔を沢⼭吸うのでたっぷりの⽔と⼀緒に⽣けま
す。ブーケで購⼊する場合はフローリストがちゃんと組み合わせ
を考えているので⼤丈夫でしょう。私はそれぞれの花の名前、⽔

essere �il fiorista giapponese�: utilizzo combinazioni di ramiperdareun
movimento interessante al bouquet, combino pietre emuschio per gli
arrangement (che consistono nell�infilare in una spugna bagnata i fiori
recisi), così da creare una sorta di giardino in miniatura… Insomma, in
quanto fiorista e giardiniere cerco sempre di sfruttare ciò che ho
imparato negli anni per poter trasmettere un�immagine unica del
Giappone.

Ciao Come facciamo a far vivere più a lungo
unmazzo di fiori?
Tokuda Le cose fondamentali sono due:
cambiare l�acqua tutti i giorni e tenerli in un
luogo fresco. Teneteli puliti e cambiate l�acqua
almeno una volta al giorno. Se la parte più
bassa dello stelo marcisce è bene tagliare il
gambo in diagonale per non sporcare l�acqua.
Per quanto riguarda la scelta dei fiori,
bisogna scegliere quelli che necessitano più o
meno la stessa quantità d�acqua. Per esempio,
in questo periodo ci sono i tulipani, i ranuncoli
e i giacinti che non hanno bisogno di essere
innaffiati spesso e che quindi possono essere

piantati insieme: basta quindimettere solo un po� d�acqua nel vaso. Al
contrario, le ortensie e le rose hanno bisogno di molta acqua, quindi è
bene versarne tanta.
Nel caso dei bouquet, invece, il problema non si dovrebbe porre
perché c�è il fiorista che ci pensa. Io, per esempio, per ogni consegna
che faccio allego sempre un biglietto con scritti i nomi dei fiori, quanta

acqua hanno bisogno e ogni quanto va
data.
Per quanto riguarda l�ambiente,
consiglio di tenere i fiori in vaso in un
luogo fresco durante la notte, ad
esempio in una veranda, dove non
battano vento e pioggia. Lamattina poi
possono essere rimessi in camera così
da poterli ammirare in tutto il loro
splendore.
Ciao I suoi sono consigli veramente
preziosi! Ci potrebbe spiegare anche
comeoccuparsi delle piante in vaso?
Tokuda Sicuramente la prima cosa da
fare è innaffiarle in modo adeguato e
farle stare al sole, in particolare al

春先の花束はフリージアとチューリップが主役。そしてまわり
を飾るのがエニシダ（ginestra）∕i protagonisti dei bouquet di
inizio primavera sono i tulipani e le fresie, decorati tutti attorno
da ginestre.

I fiori del mese

1⽉ 6⽉

7⽉

8⽉

10⽉
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やりの頻度、⽔量などを書いたカードをつけてお渡ししていま
す。

次に保管場所ですが、夜は涼しい場所で。⾬⾵の当たらないベ
ランダなどに花瓶ごと置いておきます。朝になったら部屋に⼊れ
て楽しんで下さい。
Ciao ⼤変参考になります。では植⽊鉢の植物の育て⽅もご指南く
ださい。
徳⽥ やはり、まずはその植物にあった「⽔やり」でしょう。そし
て⽇光浴をさせてやるということです。特に朝⽇に当てることが
⼤事です。
Ciao 夏の直射⽇光はやはりダメですよね。冬は外のシクラメンな
ど、すぐにダメになります。
徳⽥ 夏場でも午前中の⽇光ならば⼤丈夫です。⻄⽇は避け、⾵通
しの良い涼しい場所で育てて下さい。シクラメンは⽔を沢⼭必要
とするので、⼟の表⾯が乾いたら⽔をあげて下さい。保管場所が

外なら、屋根のついて
いる所や、⾬や⾵や雪
が直接かからない所に
置いて下さい。
Ciao 最後に、徳⽥さん
が作品を作る時に⼤切

にしているコンセプトは？
徳⽥ 常に全体の「⽣きた動き」を意識しています。ブーケにした
後、茎が伸びたり徐々に蕾が開いたりしていきます。すると、最
初はコンパクトだったブーケが⼤きく華やかに変化を遂げたり、
⽬⽴たなかった花が伸びてアレンジメントの中で存在感を出して
きたり…。このように、作品が時間と共に形を変えていく⾯⽩さ
と、その先読みを⼤切にして、作っています。

まだまだ腕を磨いていきたいです。そして、⾃分の作品で多く
の⽅に笑顔になっていただければ、幸せです。本⽇はありがとう
ございました。

mattino.
Ciao Ma in estate non si
dovrebbero mai mettere
sotto la luce diretta del
sole, vero? E in inverno

alcune piante, il ciclamino, per fare un esempio, se tenute fuori si
rovinano subito.
Tokuda Esatto, durante il periodo estivo bisognerebbe lasciarle al sole
solamente al mattino. Meglio evitare il tramonto. È bene poi farle
crescere in un luogo ben ventilato e fresco. Il ciclamino, invece, è un
fiore che habisognodimolta acqua: se la superficie del terreno è secca,
bisogna innaffiarlo. Se lo tenete fuori, meglio metterlo in un posto con
un tetto e dove non battano vento, pioggia, o neve.
Ciao Un�ultima domanda. Che obiettivo si pone quando crea le sue

meravigliose opere floreali?
Tokuda Io cerco sempre di trasmettere un�idea di movimento; dopo
aver preparato il bouquet, gli steli pian piano si allungano e i fiori
sbocciano: ciò cheprimaeraunmazzopiccino, cambia e cresce in tutta
la sua bellezza e noterete dei fiori che inizialmente non si vedevano. È
così che preparo i miei bouquet, tenendo conto della forma che
prenderanno nel tempo.
Comunque, ho ancora tanta strada da fare e voglio continuare
migliorare! Mi farebbe piacere poi sapere che con il mio lavoro sono
riuscito a far nascere un sorriso sul volto di tante persone. Ci tenevo poi
a ringraziarvi ancora per l�intervista di oggi.

Servizio di JunkoKataoka
（traduzione in italiano：Camilla Troisi）

Atelier Tokuda
ViaRomoloGessi, 16Milano
info@ateliertokuda.com
www.ateliertokuda.com

11⽉
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にほんごがっこう 第七課

あなたの⼀番好きな漢字は何ですか？

Pesca, fruttodolce, simbolodi
longevità. GokudiDragonBall
scappaperchèhamangiato l�Ensenji,
lapescadell�immortalità.
⽢い桃は⻑⽣きのシンボルだ。
『ドラゴンボール』の悟空は円⽣樹
の実、つまり不⽼不死の桃を⾷い逃
げしたのだ。
-CattydedicatoaTeo

Hosceltoquestokanjiperchéquandolo
scrissimi trovavo inGiapponeafesteggiare il
TanabataMatsuri!
この字を送ります。これは、⽇本滞在中に
参加した七⼣祭りで私が書いたものです。
-FrancescaRudaj

Hoscelto桜perché ifioridiciliegiosonofra i
mieipreferiti:hannodeipetalidavverocarini!
Inoltre桜rappresenta inqualchemodola
primavera,chevuoldire rinascita!Tuttine
abbiamounpo�bisogno inquestoperiodo
diffcile.
「桜」を選びんだのは、桜の花びらがとて
も可愛くて好きだからです。そして、桜は
春を表し、春は再⽣を表すからです。今、
難しい状況にある私たち皆が必要としてい
るものです。
-Sandy

Amol�autunnoper i suoicolorieper
l�atmosferadimagiachepervadeogni
giornata.
私は秋が⼤好きです。秋の⾊と、⽇に⽇に
深まっていく魔法の雰囲気が好きなので
す。
-AndreaRoncaglione

Mipiacequestokanjiperché il concettodi
eternitàmiaffascina,maallostessotempo
miricordache lavitanonèeternaequindi
chedevoviverealmeglio ilpresente.
永遠の概念は私を魅了する。と同時に、⼈
⽣は永遠ではないので今を最⼤限⽣きるべ
しと、この漢字は私に⾔ってくれるのだ。
- silvysenpai

Hoscelto�ryu� (drago)perunsemplicemotivo,
sononatonell�AnnodelDragone.Hopreferito
nondecorarloperchéèbelloanchecosì,al
naturale.Haunsuofascino...
「⻯」（ドラゴン）を選んだのは単純な理
由からです。私は⾠年⽣まれなのです。この
字は飾らない⽅が好きです。このまま、⾃然
なままで美しい。魅⼒的です。
-NazarTheEzio

Hoscelto�tsuki� (luna)perché ilmioamore
verso ilGiapponeènatodabambinograziead
animecomeSailorMoon.
私は「⽉」を選びました。なぜなら、⼦供の
ときに⾒た『セーラームーン』を初めとする
アニメのおかげで⽇本への愛に⽬覚めたから
です。
-FashionToManga

Questoèunodeimieikanjipreferiti, èunodei
primicheho imparatoemiricordaduespiedini
sulbarbecue.Mi fapensareallegiornate
primaverili congliamici,quandosigrigliaesi
mangia tuttiassieme.
これは私のお気に⼊りの漢字のひとつ、私が
最初に学んだ漢字のひとつで、バーベキュー
の串に⾒える。友達と⾁を焼きながら⼀緒に
⾷べる春の⽇を思う。
- iCe
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あなたの⼀番好きな漢字は何ですか？
Ilmiokanjipreferitoè意.Questoperché,datoche
ècompostosiadall�ideogrammadisuono⾳che
quellodicuore⼼eil suosignificatoè�idea,
pensiero�,mipiace immaginarmiche le ideee i
pensieri sianodeisuoniprodottidalnostrocuore.
私の好きな漢字は「意」です。この字は「⾳」
と「⼼」でできており、その意味は「考え」や
「思い」です。「考えや思いは私たちの⼼が作
る⾳」ということが想像できて好きです。
-Aisabelle

Lapreferenzaperquestokanjiènata
dall�ascoltodellacanzone�Toireno
kamisama�checanta�sepulisci ilbagno
tutti i giorni,puoidiventareunabeppin-
san (bella), comeunadea�.
『トイレの神様』を聴いて、この漢字
が好きになりました。毎⽇トイレを綺
麗にしたら⼥神様みたいにべっぴんさ
んになれるんやで〜。
-プリンセス

愛�ai�,Amoreè ilmiokanjipreferitoperchéèesteticamentebelloe
rappresenta labasedellavita;perscriverlobenebisognametterci
piùsentimentoeautocontrollopercreare legiusteproporzionidi
inchiostroedisporre i tratti.Neldisegnohorappresentato: i frutti che
l�amorecreasesinceramentededito (ilbonsai), la riflessione(il
ciliegiochesfiorisce), imomentidurimacheallafineuniscono(la
cordaconle2shimenoko), labellezzae lagloria (il rossosol levante).
「愛」は美しい漢字であり、⼈⽣の基本の⼼を表す字だ。うま
く書くには気持ちをこめ、墨の使い⽅と字の配置を慎重に考え
ることだ。盆栽は真摯な愛の果ての果実、⾊あせた桜は愛につ
いて考えること、しめのこは困難を伴っても最後は結ばれるこ
と、そして⾚い朝⽇は美と栄光を意味する。
-Mr.Rime

La lontraè ilmiosegnozodiacale
nellozodiaco indiano.
インディアンの占星術による私の
星座が（獺）カワウソなのです。
-JackBoni

Noncisonogiorni sprecatineldiario
diquest�anno.
Glialberidiprugnesono infiore.
Vediamoorachecosasuccede.
無駄な⽇は
今年の⽇記
何も無い
梅が咲いてます
様⼦を⾒ましょ
-喜⽼婦⼈

Mipiacequestokanji �matsuri�
perchésignifica festaemiricorda
unsantuariocon i fuochid�artificio.
私は「祭」という漢字が好きで
す。この漢字は神社と花⽕のよう
に⾒えます。
-LauraVieceli

Qual è il tuo kanji preferito?
Ecco le vostre risposte!

Sevoletepartecipareai prossimi contest seguiteci su Instagram!
@ciao_journal

Hosceltoquestokanjiperchési
pronunciacomeilmiocognomeMori.
この漢字を選んだのは、この字が私
の名字Moriと同じ読み⽅だからです。
-Hanako
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調味料の話⑥：醤油その1

古代に中国の醤（ひしお=⾁、⿂、野
菜、穀物などを塩漬けにして発酵させた
ものの総称）の製法が伝えられて以降、
⽇本独⾃の発酵⾷品が様々に作られる
ようになっていきます。⼤⾖を発酵させ
て作る醤油や味噌、⽶や⽶焼酎を発酵
させた⽶酢やみりん、そして実は鰹節も
カビ付けして発酵させています。

まずは、⽇本の発酵調味料の代表選
⼿である醤油から⾒ていきましょう。蒸
した⼤⾖に炒った⼩⻨を混ぜ⼊れ、麹
菌をつけて麹（こうじ）を作ります。そ
の麹と塩⽔を⽊桶に⼊れて混ぜ合わせ、
約1年かけて発酵・熟成させたあと、袋
に⼊れて絞ります。こうやって絞り出さ
れた液体が醤油です。それは、塩⾟み、
⽢味、酸味、旨味が混じり合った複雑
な味です。⼯場ではごく短期間で発酵を
⾏いますが、昔ながらの製法で作られた
熟成度の⾼い醤油の旨味とは、やはり
格段の差があります。

醤油は⼤きく分けて5種類に分類され
ます。濃⼝（こいくち）、淡⼝（うすく
ち）、溜（たまり）、再仕込（さいしこ
み）、⽩醤油です。最も⼀般的なのが濃
⼝醤油ですね。そして淡⼝醤油は関⻄⽣
まれ。料理において素材の持ち味を⽣か
すため、⾊や⾹りを抑えています。トロ
ッとした溜醤油は寿司や刺⾝、あるい
は照り焼きに。⽢露醤油とも呼ばれる
再仕込醤油は濃厚です。琥珀⾊の⽩醤油
は⽢みが強く、料理以外に漬物や煎餅
などに使われます。

⽇本⽣まれの醤油は今や、あらゆる料
理に⽋かせない世界の調味料となりまし
た。ところで、国外でよく名前が知られ
ている醤油の種類といえば「たまり」で
し ょ う か ？ あ っ 、 減 塩 醤 油 か
な？（笑）

Condimentidellacucinagiapponese6
Lasalsadi soia, parteuno
Da quando venne trasmesso dalla Cina il
metodo di produzione del “hishio” (una salsa
a base di carne, pesce, verdure, cereali prima
salati e poi fermentati), in Giappone si
iniziarono a produrre vari cibi fermentati
originali, come la salsa di soia e il miso che
sono prodotti dalla fermentazione di semi di
soia; poi l’aceto di riso e ilmirin (sakè dolce da
cucina) che sono prodotti dalla fermentazione
del riso e del kome shōchū (distillato di riso)

e anche i katsuo-bushi (scaglie di tonnetto striato
essiccato): questi sono il risultato della
fermentazione di una mu�a.
Cominciamo a vedere come viene prodotto
lo shōyu (salsa di soia), il più famoso dei
condimenti fermentati giapponesi.
I semi di soia vengono dapprima mescolati e
bolliti con il grano, quindi si aggiunge il kōji-kin
(la mu�a) per ottenere il kōji. Successivamente si
versa in un tino di legno il kōji mischiato con
acqua salata, lasciandolo fermentare e stagionare
per circa un anno, in�ne viene messo in un sacco
per essere strizzato. Il succo che ne fuoriesce
costituisce una salsa di soia dal gusto so�sticato:
un misto di salato, dolce e aspro con una punta
di umami. La fermentazione nelle industrie
avviene in un periodo di tempo molto breve, ma
la qualità che ne risulta è ovviamente diversa
rispetto alla salsa di soia a lunga stagionatura,
prodotta con il metodo tradizionale.
La salsa di soia è classi�cata in 5 tipi: la koi-kuchi,
la usu-kuchi, la tamari, la saishikomi e la shiro-
shōyu. La più comune è la salsa di soia scura (koi-
kuchi); la salsa di soia leggera (usu-kuchi) è nata
invece nella regione del Kansai nella quale, per
esaltare al meglio le caratteristiche degli
ingredienti in cucina, il colore scuro della salsa di
soia e il suo gusto deciso sono smorzati. La salsa
di soia più densa, il tamari, viene usata per il sushi,

il sashimi e il teriyaki, mentre la
salsa saishikomi, nota anche come kanro-
shoyu, ha una consistenza più densa. La salsa
di soia bianca, shiro-shōyu, dal colore
ambrato, ha una spiccata dolcezza e viene
utilizzata per gli tsukemono (sottaceti) e
i senbei (cracker di riso), oltre che in cucina.
La salsa di soia giapponese è diventata un
condimento importante in tutte le cucine del
mondo. A questo proposito, pensate che la
salsa di soia più conosciuta in Occidente sia
la “tamari” oppure lo shōyu a basso
contenuto di sale?

⽇本⾷協会理事KyokoHiguma
（traduzione in italiano :

Ilaria Signoriello）

ザ・和⾷

R I S O  G I A P P O N E S E  Q U A L I TÀ  S U P E R I O R  D A 
C H I C C O  G I A P P O N E S E .  C O LT I VA Z I O N E  B I O . 
B U O N O  A N C H E  Q U A N D O  S I  R A F F R E D D A .
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Poporoya è distributore esclusivo per l’Italia
Via Eustachi 17 Milano |☏0229406797 | info@poporoyasrl.it
Lunedì 17:45-21:45 Da martedì a sabato 11:00-14:10 | 17:50-21:45
GLOVOのサイトでもご注文頂けます。POPOROYAMARKETでご検
索下さい。“POPOROYAMARKET” è disponibile anche su GLOVO.
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⽇本での妊娠と出産
⽣まれてくる我が⼦を待つ期間と瞬間は、⼈⽣で最も⼤切なとき
である。僕は昨年、⽇本で初めてそれを体験し、親になった。⽇
本在住のイタリア⼈が、⽇伊における⽐較をしつつ、その体験に
ついてまとめてみる。僕の体験は他のかたのとはまた違ったもの
かもしれない。だがこの内容に関⼼のある⽅には、役に⽴つ情報
が提供できると思う。

病院の選択と予約
産婦⼈科クリニックや病院で妊娠が確認されたら、まずやるの

は、妊娠の最終段階について考えることだ。⽇本ではとても早い時
期に分娩予約を⼊れることが勧められる。僕たちは家の近く（東京
の⻄側）の婦⼈科・産科専⾨の病院を選んだ。そして、11⽉半ばに
出産が予定されていたのだが4⽉初めに（つまり7ヶ⽉前に）予約を
⼊れた。その病院は既に10⽉終わりまで予約が埋まっていた。イタ
リア⼈からすると「出産の予約をする」のはなかなか珍しいこと
だ。イタリアでは予約する必要は無いし、「出産するための�席�がと
れない」という考え⾃体、かなり⾺⿅げている。

出産前の検査と診察
妊娠が確認されたらすぐに、住⺠登録地に妊娠届出書を提出す

る。するとそこで⺟⼦⼿帳と「⺟と⼦の保健バッグ」（⽇本で出産
するための⼿引書や必要書類が⼊っている）がもらえる。⺟⼦⼿帳
というのは、⺟⼦の健康に関するデータを記録するための⼩冊⼦で

あり、診察時に医師が検査結果や妊娠中の重要な事柄を記録する。
もう⼀つ、市がくれる素敵なものがある。「マタニティマーク」
だ。鞄やリュックにつけていると妊婦だとわかってもらえ、電⾞の
中で席を譲ってもらえたりするのだ（正直⾔って、寝たふりをした
りスマホから視線を離さなかったりして席を譲らない⼈が多い）。

さて、⽇本では検診は毎⽉⾏われ、毎回エコグラフィーをする。
出産3ヶ⽉前から診察の回数は増えて2週間に⼀度になり、最後の1ヶ
⽉は週⼀になり、しっかり⾒守っていてもらえる気がする。イタリア
では診察の数は少なく、エコグラフィーは全部で2、3回程度であ
る。だが⼀⽅、「⽇本からすると特別な」検査が多いのだ。⼦宮頸
部スキャンや⽺⽔検査、絨⽑検査、そしてNIPT（新型出⽣前診断）
はイタリアでは⼀般的であって産婦⼈科から強く勧められるし、35
歳以上の妊婦には必須である。⽇本では多くの病院でこれらの検査
は妊娠中のプランに含まれておらず、医者が⼝にすることもない。
僕たちの場合、病院からの情報が不⾜していて少々困ったのだが、
インターネットで少し「勉強」することで、どの検査を受けるべき
かを調べ、⾃分たちでオーガナイズした。

妊娠中は市が主催する出産前レッスンに参加し、⾚ちゃんのお⾵
呂の⼊れ⽅やオムツの替え⽅を学んだりと、とても参考になる情報
を得ることができた。

⾦額
ここは恐らくイタリアと⽇本で最も違いがあ

る点だ。イタリアでは公⽴病院や、私⽴でも健

Gravidanza eparto inGiappone
L�attesa di un/a bambino/a e la sua nascita sono tra i momenti più
importanti nella vita di un genitore. Ho vissuto questo percorso e il
suo traguardo l�anno scorso per la prima volta e in questo articolo
cercherò di fare un sunto della mia esperienza di italiano in
Giappone, facendo un confronto tra il Sol Levante e il Bel Paese.
Sono conscio che la mia esperienza potrebbe essere
completamentediversadaquella di qualcunaltro,mapenso che il
mio resoconto possa dare informazioni valide a chi fosse
interessato all�argomento.

Scelta dell�ospedale eprenotazione
Sembraunpo� assurdo,ma il primopassoda fare una volta confermata
la gravidanza (pressouna clinica ginecologicaodunospedale), è quello
di pensare già alla sua fase finale. In Giappone è consigliato prenotare
con largo anticipo uno �slot� per il parto. Nel nostro caso, abbiamo
optato per un ospedale specializzato in ginecologia-ostetricia vicino a
dove abitiamo (nella zona ovest di Tokyo). Con la nascita prevista per
metà novembre, abbiamo prenotato per i primi di aprile (quindi ben
settemesi prima). Per darvi un�idea, l�ospedale che avevamo scelto era
occupato fino alla fine di ottobre. In un�ottica italiana, �prenotare il
parto� è una cosa abbastanza inusuale: qui, infatti, non è necessario
prenotare e il concetto stesso di �non ci sono posti disponibili per
partorire� è abbastanza assurdo.

Esami e visite durante la gravidanza
Dal punto di vista burocratico, non appena viene confermata la

gravidanza, è necessario notificarla al
proprio comune di residenza. Così
facendo, vengono forniti ai futuri genitori il
Boshi-Techo e la busta Haha to ko no hoken bag, che contengono in
dettaglio le informazioni e i �moduli� necessari per poter avere un
bambino in Giappone. Il Boshi-Techo è un libretto utilizzato per
registrare i dati relativi alla salute di mamma e figlio/a. Durante le visite,
il medico compila i risultati delle analisi e registra altre informazioni
importanti relative alla gravidanza. Un�altra cosa molto carina che si
ottiene dal comune è il maternity mark, un �ciondolo� a forma di
mamma indolce attesa da attaccare alla propria borsa/zainoquando si
viaggia in treno e che identifica la donna come incinta. Così facendo gli
altri passeggeri, notando il mark, possono cedere il posto alla futura
mamma (anche se, onestamente, spesso questa cosa viene ignorata,
con gli altri passeggeri che fannofinta di dormire, o non alzano gli occhi
dallo schermodello smartphone).
Dal punto di vista medico, in Giappone ci sono visite mensili e a ogni
visita corrisponde un�ecografia. Le visite vanno poi a intensificarsi
nell�ultimo trimestre, diventando bimensili e poi, nell�ultimo mese di
gravidanza settimanali. Questo fa sì che i genitori si sentano molto
seguiti. In Italia, invece, le visite sonomeno frequenti, con 2-3 ecografie
durante tutta la gravidanza. A differenza del Giappone però, sono
previsti più esami di controllo specifici, come la traslucenza nucale,
l�amniocentesi/villocentesi e la NIPT, che sono standard e caldamente
consigliati dai ginecologi e che diventano obbligatori se le partorienti
hanno più di 35 anni. In Giappone, questi esami non fanno parte del
piano di gravidanza: molti ospedali infatti non li forniscono, e non
vengononeanchemenzionati dalmedico.

Il Giappone visto da un italiano residente a Tokyo

⽇本を斬る！

Maternity Mark©厚⽣労働省∕
Ministry of Health, Labour and
Welfare
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Vista questa carenza di informazioni da parte del nostro ospedale di
riferimento, ci siamo trovati un po� in difficoltà, ma �informandoci� un
po� su internetabbiamotrovatoquali fosserogli esamiconsigliati efinito
per organizzarci per conto nostro. Durante la gravidanza, abbiamo
anchepartecipato a lezioni prepartoorganizzatedal nostromunicipiodi
residenza, dove volontari e infermiere insegnano come lavare i neonati,
cambiare i pannolini e danno molte altre informazioni utili per i futuri
genitori.

Costi
Questo è forse l�aspetto conpiùdifferenze tra i duepaesi. In Italia, il parto
è fondamentalmente gratuito se si usano ospedali pubblici, o cliniche
private convenzionate. Gli esami sono forniti gratuitamente da ospedali,
ambulatori eAsl. Rivolgendosi al settoreprivatoci sonoovviamentecosti
aggiuntivi, siaper le visite cheper il parto,oppurepremiumbenefitcome
camere private e servizi extra.
In Giappone invece, tutto ha un costo e questo è sensibilmente più alto,
anchepresso le strutturepubbliche.Unparto ingenere costa sui 500,000-
600,0000yen (4-5000euro). Sedesideri l�epidurale sono70,000yen inpiù
(600 euro). Se il bambino ha la malaugurata idea di nascere durante il
weekendodopo le7di sera, ilprezzoaumentadi150euro.Anche levisite
che in Italia sono esenti da ticket in caso la partoriente abbia 35 anni o
più, in Giappone sono a pagamento: dai 150 euro per una traslucenza
nucale, ai 2000 euro per la NIPT. Il governo giapponese fornisce un
supporto di 420,000 yen per il parto e dei coupon per le visite mediche,
maquesto non basta a coprire i costi: a seconda dell�ospedale scelto, un
parto normale viene infatti tra i 600,000 e i 850,000 yen (5000-7500 euro).
Inogni caso, il beneficiodellagratuità italianaèmitigatodal fattoche,nel
pubblico, spesso ci sono tempi di attesa biblici e quindi molte coppie
tendono a rivolgersi al privato, finendoper pagare di più.

Il parto
InGiappone, il partoèbenorganizzato. ATokyo, c�èunservizio chiamato
Mama-Taxi, con vetture dedicate prenotabili in anticipo: basta registrare
l�indirizzo del pick up (casa tua) e la destinazione (l�ospedale). Il giorno
dell�arrivo delle doglie, è sufficiente telefonare, dire il proprio nome e
arriverà un taxi già dotato di tutte le informazioni necessarie.
In Giappone si tende a prediligere un parto �naturale�: l�utilizzo
dell�epidurale (largamente utilizzato nei paesi occidentali) viene ancora
visto con sospetto e diffidenza sia dai medici che dalle partorienti. Molti
ospedali addirittura non offrono neanche questa opzione, quindi è
sempremeglio informarsi almomentodella prenotazione suquali siano
i servizi disponibili.
Nonostante la situazioneCovid,mi è stato concessodi stare in sala parto
con mia moglie ed è stata una delle esperienze più emozionanti della
mia vita. Infermiere e dottori ci hanno accompagnato durante tutto il
parto, incoraggiando la partoriente e spiegando fase per fase cosa stava
succedendo.
Pocodopo il parto, ho dovuto lasciare l�ospedale emiamoglie è rimasta
per qualche giorno con la nostra piccola Arianna令亜 (Leia). Purtroppo,
causa restrizioni anti-Covid, le visite in ospedale, anche da parte del
coniuge, sono sospese, quindi non ho potuto vedere mia moglie e mia
figlia per cinque giorni. In Giappone, questo è il periodo di �degenza�
post partumprevisto, che diventa di 6-7 giorni in caso di cesareo, quindi
unperiodopiù lungodi quanto fatto generalmente in Italia.
Rispetto al Giappone, in Italia è più diffuso il concetto di Birth Plan,
ovvero unpianodel parto che elenchi le preferenze dei genitori riguardo
alla posizione per il parto, la qualità dell�ambiente circostante, il
supporto famigliare e le procedure extra consigliate dal WHO per il
benessere psico-fisico di mamma e neonato. In Giappone, questa
flessibilità invece non esiste, ma, nonostante tutto, pensiamo di aver

康保険取り扱いクリニックを利⽤すれば基本的に出産は無料である。
⼀般的な検査は病院、診療所、地域の保健所において無料でやっても
らえる（もちろん私⽴なら診察にも出産にも費⽤がかり、個室、追加
サービスなどの特典がある）。

⼀⽅、⽇本では公⽴であっても全てに⾼額のお⾦がかかる。出産に
は基本、50〜60万円（4000〜5000ユーロ）かかり、⿇酔を希望する場
合は7万（600ユーロ）追加。もし⾚ちゃんが週末や午後7時以降に⽣
まれるとなれば更に150ユーロ追加。イタリアでは35歳以上の妊婦な
ら⽀払い不要の検査も、⽇本でするとしたら有料だ（150ユーロの⼦
宮頸部スキャンから2000ユーロのNIPTまで）。⽇本政府は出産に対し
て42万円の援助⾦と、検診にて使えるクーポンをくれるものの、通常
の出産にかかる費⽤は病院によって60〜85万円（5000〜7500ユーロ）
である（まあいずれにせよ、イタリアでは無料という恩恵の代わりに
「待ち時間が無限」というお釣りがあり、多くのカップルがお⾦を払
って私⽴病院に⾜を運ぶわけだが）。

出産
⽇本の出産はよくオーガナイズされている。東京にはママサポート

タクシーというサービスがあり、前もって乗⾞地（⾃宅）と⾏き先
（病院）を登録した専⽤⾞を予約しておくことができる。陣痛が来た
ら、専⽤の番号に電話をかけて⾃分の名前を⾔うだけで、必要な情報
がすべて揃ったタクシーが到着するのだ。

⽇本では⾃然分娩が好まれる。欧⽶では頻繁に⾏われる⿇酔による
無痛分娩も、⽇本では医師にも妊婦にも疑いと不審の⽬をもって⾒ら
れている。多くの病院ではこの選択肢さえもないため、予約の段階で
どんなサービスが利⽤可能なのか問い合わせた⽅がいい。

コロナ禍にありながらも、僕は妻と⼀緒に分娩室に⼊ることを許さ
れた。そしてそれは僕の⼈⽣の中で最も感動的な体験だった。看護婦
や医師はずっと付き添って妻を励まし、刻⼀刻、今どんな状態にある
かを段階ごとに説明してくれた。

出産の後、私は病院を離れたが、妻は僕たちの⼩さな娘、令亜（れ
いあ）と数⽇間病院に残った。コロナ対策で配偶者による⾯会も不可
能で、娘が⽣まれて5⽇間、妻にも娘にも会うことはできなかった。
⽇本では出産後の⼊院は4〜5⽇間（帝王切開の場合は6〜7⽇間）で、
イタリアよりも⻑い。

⽇本と⽐較して、「バースプラン」への意識はイタリアの⽅が⾼
い。出産計画すなわち「分娩スタイル」「周りを取り巻く環境」「家
族のサポート」「⺟親と新⽣児の⼼⾝の健康のためにWHOが推奨す
る事柄」における当事者たちの計画だ。⽇本にはこのような柔軟性は
ない。だが病院から僕たちが最⾼の⽀援を受けたのは確かだ。

産後⽀援
いったん家に戻ると当然、新しい⼈⽣と冒険が始まる。おむつ、徹

夜、突然の⼤泣きの連続はさておき…。イタリア同様、新⽣児の健康
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裁判所宣誓翻訳サービス（伊英・伊⽇）承り
ます。イタリアの⾼校から外国の⼤学へ進学
する際にイタリア語の卒業証書や成績表等の
宣誓翻訳証明書が必要になります。お問い合
わせは⽇本語かイタリア語で副島まで。
mas a ta ke . s o e j im a@ou t l o o k . com
☎340-0931539 www.studiolinguisticosoe.it

Sono aperte le iscrizioni al corso base di
giapponese! La prima partecipazione è
gratuita. Per avere maggiori informazioni:
ciao@ciaojournal.com

ネイティブによるイタリア語レッスン致し
ます。ミラノの語学学校、⼤学での豊富な
教授経験をもとに、⽇本⼈が間違えやすい
ポイントをおさえ⼊⾨から各レベルに対応
します。良⼼的な料⾦で⾃宅、出張、オン
ラインも可。
liliana.musazzi@gmail.com（⽇本語対応可）地域の⽇本⼈家庭の⼦弟教育の為に新しく⽣

まれたMilanoGlobal LearningAcademy。
国語教育を中⼼に、少⼈数制で4歳児から⾼
校⽣までを教授経験豊富な教師陣が丁寧に指
導します。授業体験も可能です。お問合せは
milano.gla2020@gmail.comまでどうぞ。

韓国・⽇本⾷品店Gagheでは、10%割引クー
ポンをご⽤意しています。p.2の広告をご覧
ください。
Potete trovare il buono sconto 10% di
GAGHE, il negozio di alimentari coreani e
giapponesi, a pagina2.

バドミントンサークル ミラノの体育館で⼀
緒に練習出来るメンバー募集中。経験者
（男⼥問わず）⼤歓迎、初⼼者でも⽇本⼈
コ ー チ が 教 え て く れ ま す 。 池 ⽥
milano.ikd@gmail.com

ミラノのブレラ⻭科はコロナウィルス簡易検
査キット常備の指定医院です。感染予防策を徹
底 して い ま す の で 安 ⼼ して ご 来 院 下 さ
い。Ciao!誌持参の⽅は初回診察無料。⽇本語
専⽤電話（340-2497054）でご予約を。詳細
はp.1の広告にて。

下宿⼈募集 Via Luigi Ornato,111（ミラノの
ニグアルダ地区、Parco Nordの側）地下鉄
3号Maciachiniからトラム4番で12分、停留
所Cascina Californiaの真ん前。
☎3202647651岡林まで

TENOHA RAMENは、Ciao!を⾒てご来店く
ださった⽅にキリンビールかコーラをプレ
ゼント。p.1の広告をご覧ください。Vi
offriamo una Coca Cola o una birra Kirin, se
siete lettori di Ciao! (Vedi pubblicità a pag.1)
TENOHA RAMEN via Vigevano, 20 Milano

計算⼒、集中⼒、やりぬく⼒がつくと近年
再注⽬されているそろばんの⽣徒募集（ミ
ラノ）。初⼼者から珠算検定受験まで指導
致 し ま す。 貸 そ ろ ば ん 有 り 。 中 村
misacian@yahoo.co.jp

ミラノ補習授業校では児童⽣徒、および教員登
録をしていただける⽅を随時募集しておりま
す。詳しい内容についてはミラノ補習授業校ホ
ー ム ペ ー ジ を ご 参 照 く だ さ い 。
http://www.kitaitalia-nihonjinkai.it/hoshuko/
お問合わせは以下ミラノ補習授業校事務局迄。
連絡先：milanohoshuko10@gmai.com

ローマ⽇本⽂化会館より
「アドルフォ・ファルサーリ写真展 開港地
横浜のイタリア⼈写真師」を4/23まで開催中。
新開設のYoutubeチャンネルではファルサー
リ展紹介動画を公開中の他、オンライン狂⾔
レクデモを3⽉下旬配信予定。
⽇本の舞台芸術を世界に発信する「STAGE
BEYOND BORDERS」では第59回ヴェネチア
・ビエンナーレ国際美術展出展作家ダムタイ
プ の 最 新 作 『 2 0 2 0 』 を 伊 字 幕 付
配信予定。
最新情報はwww.jfroma.it

Ciao Journal in piazza

こちらは、読者の皆さんの告
知コーナーです。コン

サートや展覧会の情報など、どしどしお送
りください。
営利⽬的（⼈材募集も含む）の告知に関し
ては有料です。詳細は以下の通りです。

Questo spazio è dedicato agli annunci
dei lettori. Mandateci informazioni

di mostre, concerti ecc.
Gli annunci a scopo commerciale (incluse
offerte di lavoro) sono a pagamento. Per i
dettagli, leggete in basso.

※１単位（全⾓20字×4⾏。英数の半⾓は2⽂字
で1字）/Tariffa base per unità (40battute per
4righe) - 20 euro

※ロゴ付き（全⾓11字x4⾏とロゴ2cmx2cm以
内/直径2cm以内）/con il LOGO（22battute per
4righe in italiano+ logo di massimo 2cm per
2cm/diametro non superiore a 2cm - 40 euro

告知掲載の仕⽅
上記料⾦を銀⾏送⾦した後、掲載⽂と銀⾏振
込書をciao@ciaojournal.comまでご送付下
さい。
Come pubblicare un annuncio
Dopo aver fatto il bonifico, inviateci il testo
con la ricevuta del pagamento all�indirizzo
ciao@ciaojournal.com

銀⾏⼝座Conto Bancario:
CARIPARMA agenzia Milano 13
名義 Intestato a: Geienneffe Editore S.a.s.
di Funabashi
IBAN : IT13M0623001602000057063791

●印刷版…21ユーロ（イタリアのご住所への
発送のみ）を下記⼝座にお振り込みいただい
た 後 、 「 お 振 り 込 み デ ー タ 」
と、Ciao ! Jou rna lをご送付する「ご⽒
名」「ご住所」をciao@ciaojournal.comまで
お送り下さい。詳細はお問い合わせ下さい。
Geienneffe Editore S.a.s.
IBAN: IT13M0623001602000057063791

※ P a y P a l で お ⽀ 払 い の ⽅ は
HP（www.ciaojournal.com→「定期購読」）
をご覧ください。

●Abbonamento annuale CIAO! Journal in
versione cartacea…21 euro
（l�abbonamento è rivolto
esclusivamente ai residenti in Italia）
Dopo aver fatto il bonifico, invia la ricevuta
del pagamento all�indirizzo
ciao@ciaojournal.com

con il nome e l�indirizzo su cui desideri
ricevere Ciao!Journal.
- Fai il bonifico al seguente IBAN:
Geienneffe Editore S.a.s.
IBAN: IT13M0623001602000057063791

●WEB版…無料。ご希望の⽅はお名前とメー
ルアドレスをお書きのうえ、
ciao@ciaojournal.comまでお申し込みくださ
い。また、お友達にご⾃由に転送なさってく
ださい。
●Versione Web di CIAO!
Journal…GRATIS. Se desideri ricevere la
versione Web della rivista, scrivi all�indirizzo
ciao@ciaojournal.com indicando: nome,
cognome e l�indirizzo mail su cui vuoi
ricevere la rivista. Ciao! Journal può essere
condiviso liberamente con tutti!

CIAO!Journal年間定期購読∕ CIAO!JournalAbbonamentoannuale

全国すし商⽣活衛⽣同業組合
連合会加盟店
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状態と初期成⻑をコントロールするための⼀
連の検診がある。⽣後1ヶ⽉では出産した病
院で、その後は選んだ⼩児科医院で。更に、
市の派遣で看護師が家を訪問してくれる。⾚
ん坊の様⼦とその住む環境をチェックし、そ
して新⼈の両親と話したり、その疑問や質問
に答えたりしてくれるのだ（まだ経験の浅い
親にとっては⾮常にありがたい）。

前述の⺟⼦⼿帳は、診察や予防接種など市
が提供するサービスにも活⽤できる。⽇本全
体において適⽤されているシステムであり、
⼦育ての道筋と⼦供の成⻑過程を最善の⽅法
で追うための⾮常に便利なツールである。そ

して⽇本でもイタリアと同様、⼿当てと減税
を実施しており、最も⼀般的なのは市から毎
⽉⽀払われる家族⼿当てだ。所得に関係なく
⼦供が15歳になるまで⽀給される。また家族
の中で⼀⼈しか仕事をしていない場合は、扶
養控除がある。

今現在、娘は3ヶ⽉だ。彼⼥と共に僕たち
は親として成⻑し、新たなことを学び、新た
な視点から⽇本とその特殊性を再発⾒してい
けることと思う。

春を告げる⿃、メジロ。英語ではその
まま「Japanese white-eye」、イタリア
語では「Occhialino giapponese」（⽇本
のゴーグル）と呼ぶのだそうです。

春告⿃（はるつげどり）といえばウグ
イスの別称ですが、このメジロも春を告
げる⿃とされています。ウグイスは警戒
⼼が強く、めったに藪から出て来ないで
「ホーホケキョ」の声だけを聞かせま
す。いっぽう⼈懐っこいメジロは姿を⾒
せてくれます。追いかけっこしながら仲
良く⾶ぶ様⼦を⾒て、私たちは春の到来
を知るのです。

ちなみに、仲良しのメジロには、群れ
をなして⽊にとまる習性があります。そ
こから、⼈が混み合うことを「⽬⽩押
し」というようになったのだとか。

La foto del mese
Il mejiro è un uccello giapponese sopran-
nominato �Japanese white-eye�, o �occhiali-
no giapponese� in italiano. Se lo vedete,
significa che la primavera è alle porte!
Come l�usignolo (uguisu in giapponese),
anche il mejiro è ritenuto uno harutsugedori
(che letteralmente significa �uccello che
annuncia l�arrivo della primavera�). A
differenza dell�usignolo che è un uccellino
solitario che abitualmente si nasconde nella
vegetazione, rivelandosi solo tramite il suo
canto, ilmejirohauncarattere socievole e si fa
vedere facilmente. Se trovate dei mejiro
giocherelloni che volano rincorrendosi tra
loro, è la conferma che la primavera è arrivata.
Dall�abitudine dei mejiro di sostare con
l�intero stormo sugli alberi deriva il termine
giapponese �mejirooshi� che indica un
chiassoso sovraffollamento.

今⽉のナイスショット

ricevuto un�ottima assistenza da parte del
nostro ospedale.

Assistenzapost partum
Una volta tornate a casa, inizia ovviamente
una nuova vita e una nuova avventura.
Tralasciando le peripezie tra pannolini, notti in
bianco e pianti improvvisi, dal punto di vista
�procedurale�, come in Italia ci sono una serie
di controlli da fare per verificare la buona
salute e il corretto sviluppo iniziale del
neonato. Questi controlli avvengono presso
l�ospedale dove si ha partorito un mese dopo
la nascita e poi presso la clinica pediatrica
selezionata. In aggiunta, il comune mette a
disposizione alcune infermiere che visitano la
famiglia per controllare il neonato, l�ambiente
in cui vive e per parlare con i neogenitori,
rispondendo ai loro dubbi e domande (una
visita molto apprezzata da noi genitori ancora
inesperti).
Il sopraccitato Boshi-Techo viene utilizzato
anche per poter accedere ai servizi pubblici
offerti dal comune, come visite, vaccinazioni
ecc. Essendo un sistema standard utilizzato in
tutto il Giappone, è uno strumentomolto utile
per tracciarenelmiglioredeimodi il percorsoe
lo sviluppodel bambino.
Anche il Giappone mette a disposizione delle
�allowances� e degli sgravi fiscali simili a quelli
che ci sono in Italia.Quellepiù comuni sonogli
assegni familiarimensili che, a prescindere dal
reddito, sono erogati dal comune di residenza
alle famiglie con figli sotto i 15 anni; ci sono
anche le detrazioni per familiare a carico nel
caso in cui ci sia solo un lavoratore in famiglia.

Nostra figlia ora ha 3mesi e non vediamo l�ora
di crescere con lei come genitori, imparare
cose nuove e riscoprire il Giappone e le sue
particolarità in unanuova ottica.

Federico Bianchi
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