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　JENESYS2.0とは、日本経済の再生に向け、青少年交流を通じて日本の強み、魅力を世界に発信し、各国
の関心を深める目的の事業です。先月、当協会では台湾、カンボジア、ベトナムの学生受け入れに引き続き、
科学技術の研究のため日本を訪問するインド人大学生20名を受け入れました。
　６月19日に関東、中部での研修を経て合歓の郷へ到着、翌20
日は、志摩市内にて技術研修および文化交流として、真珠養殖
工場見学、海女小屋体験、地元小学生との交流の後、ホームステ
イ受け入れ家族との対面式に向かいました。
　22日にホームステイを終え、受け入れ家族と共に報告会およ
び歓送会に出席。それぞれに楽しい思い出ができたようで、どの
学生も志摩を離れがたい様子でした。
　今回の事業の成功は、協力企業、団体、ホームステイのご家庭
の皆様のご協力なくしてはありませんでした。心より感謝申し上
げます。当協会では、今後もホームステイ受け入れ事業を行って
まいりますので、どうかご協力をお願い申し上げます。（事務局）

　今まで米国、英国、豪国等から
のお客様が私たちの家を訪れて
くれましたが、今回初めてアジア
（インド）からのお客様ということでドキドキしていました。しかし、優しく心遣いある男子大学生3名
が来て下さり、2日間一緒に過ごしたことで、私たちの中で遠い国と感じていたインドがとても近い国

となりました。
　ステイ中は和紙人形作りも喜んで体験してくれ、また私のカ
タコトの英語を褒めてくれとても嬉しい事でした。私にとってな
により作製した人形をお土産として持ち帰り、日本の和紙文化
を伝えることができたようでとても幸せに感じています。
　ホームステイ最後の夜はインド料理を作ってくれ楽しいホー
ムパーティを開くことができ、その際主人が披露したマジックを
覚え、早速歓送会にて皆に披露してくれた若者にカンパイです。
　これからもこんな素敵な経験や出会いのお手伝いができれ
ば幸いです。（更岡）

2014年６月19日（木）～22日（日）

ご参加ありがとう

JENESYS2.0
　　ASEAN科学技術第15陣、
　　　　　　　　 インド人学生の受入

A Toast to India
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2014年６月27日（金）～30日（月）

ご参加ありがとう

会員海外親睦旅行に参加して
　出発する２、３日前、テレビで東南アジア人気ナンバー１として、テーマパークやビーチ、カジノと一流のエ
ンターテイメント施設が揃う注目度の高い夢のリゾートアイランド・シンガポールを取り上げており、観てい
るうちに今回のシンガポール旅行への関心が益々深まり思いが膨らんだ。新規の会員さんを含め14名の
旅。７時間のフライトも終始和気あいあいで、隣席したシンガポール在住のビジネスマンから得た情報が多
民族国家への魅力をかきたてた。
　素晴らしい高級ホテルでの夕食、足つぼマッサージと一日目にして私たちは夢のようなひと時を味わい、
二日目は屋上プールで有名なマリーナベイサンズホテル、ラッフルズホテル、マーライオン像などガイドブッ
クに欠かせない場所を巡る市内観光とショッピン
グを堪能。中でも夕食後に出かけた世界最大級の
観覧車であるシンガポールフライヤーからの夜景
は圧巻で、光が映し出された水面は幻想的で光の
乱舞は夢気分。テンションもピークに達し、その光
景は目に焼きつき一生忘れ得ぬページとなった。
三日目はガイドさんの説明に歴史と伝統を感じな
がら国境を超えマレーシアへ。
　異文化に触れた二泊四日の旅は多民族文化が
融合する都市国家の魅力を堪能させてくれた。い
ろんな国の方々との出会い、そして交流は旅の楽
しさを倍増してくれ素敵な旅になった。早くも次の
国に思いをはせている。（太田み）

2014年6月28日（土）
新企画！ カフェde国際交流

　６月28日、会員の皆さんと身近な国際交流を楽しめる新企画「カ
フェde国際交流」がスタートしました!  第一回はチャイナ編。志摩市
在住の中国女性２人を迎えて盛大に開催しました。ウェルカムコー
ヒーでリラックスした後、奥田正博先生による太極拳講座。楽しく
体を動かし、心地よい汗をかいたあと、ティーポットの中で花が咲く
中国工芸茶を楽しみました。最後にネイティブ２人と日本人講師に
よる中国語会話。メロディがついた簡単な中国語のあいさつをみ
んなで歌いながら覚えました。外は雨でしたが、参加者全員の心に
日中友好の虹がかかる素敵なひと時でした。今後も毎回テーマを
変えて開催しますのでふるってご参加ください♪（長野）



　しま日本語教室は、2010年６月４日に開校しました。その開校式には、市内の企業で研修されている中国
の若い女性や近隣の国から嫁がれた方々が出席しました。私たちボランティア指導者の誰もが、その後の学
習支援に大きな責任と意欲を感じたのは言うまでもありません。学習者の中には、研修を終え帰国をされた
り、家庭の事情で一旦教室を離れたりした方もみえますが、開校からずっと通われている方もおられます。そ
の熱心さには頭が下がります。
　さて、旭電器教室には、現在４名の生徒さんがおられます。昨年11月にこられた若い女性たちです。「日本
語は、初心者です。」と私たちボランティアに伝えられていましたが、日本語の上達には、いつも驚かされま

す。彼女たちのお世話をしている担当者によれば、「彼女たちは本
当によく勉強している。今日もお昼日本語の勉強をしていたよ。」と
教えてくれました。彼女たちの職場の皆さんも一生懸命関わってく
れているのが手にとるようにわかります。
　５年目を迎えた日本語教室ですが、ますます教室を活性化できる
よう、がんばって取り組みたいなと思っていますが、ボランティア指
導者の数が少なく苦慮しています。どうぞ、引き続きボランティア
の募集をしておりますので、ご協力をお願いします。（倉谷）
 　  shima5931@gmail.com
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しま日本語教室 ５年目を迎えて

志摩市国際交流協会 2014年度賛助会員のみなさま（７月10日現在）

お知らせ掲示板

第３回
みんなでふれ愛♥
  しま国際交流
　  フェスティバル

と　き／2014年11月23日（日・祝）
場　所／志摩市商工会館

志摩市誕生10周年記念事業

みんなで楽しく異国の風を体感してみませんか? 
海外の食・音楽・踊り・雑貨・ワークショップなど
のお店や催しものを予定しています。出演者・出
店者を大募集しますので興味のある方はご連絡
ください! !

クッキング
　  セミナー

と　き／2015年１月18日（日）
場　所／阿児アリーナ 料理教室
内　容／調整中 お楽しみに

開校時の様子

映画祭
と　き／2014年８月24日（日）
場　所／志摩市立図書館
　　　　　　　シアタールーム
内　容／おまえうまそうだな

●㈱伊勢志摩地建
●伊勢志摩ロイヤルホテル
●伊勢志摩エバーグレイズ
●磯部建設工業㈱
●NPO在日駐日
　　韓国人支援センター
　　　ハミハウス
●おかむね医院
●㈱賢島宝生苑
●和穂歯科医院

●片田定置㈱
●華洋開発㈱
●㈲観光旅館 福寿荘
●近鉄レジャーサービス㈱
　　志摩スペイン村
●近畿トラベル㈱
●サンクラフト
●志摩環境事業協業組合
●志摩ガス協業組合
●志摩市商工会

●㈱志摩商会
●㈱セレモ
●㈱第三銀行 鵜方支店
●タニグチ歯科医院
●谷崎歯科医院
●㈱中央印刷
●ドラゴンイングリッシュ
●南部急送㈲
●㈱合歓の郷
●㈲花屋敷

●㈱百五銀行 鵜方支店
●（医）豊和会
●前橋設備工業㈱
●㈱丸羽青果
●丸文工業㈱
●㈲宮柴水工
●㈱山本建材
●山本歯科医院
●㈲山本峯行商店

（あいうえお順）
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　こんにちは。YouTube（動画投稿サイト）に志摩市誕生10周年記念事業で
ある『恋するフォーチュンクッキー志摩市Ver.』が投稿されていますが、もう
皆さんはご覧になりましたか?  約1,000人の市民が参加したようで、私たち
も楽しく踊っているので是非ご覧ください。もしかしたらあなたの知っている
人が出演しているかも!?（更岡）
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　2014年５月18日
（日）、合歓の郷ホテル
＆リゾートにて開催。本
年度の特徴は、国際交
流協会結成10周年を
迎え、更に今後充実発
展を期したい。
　10周年記念の海外会員親睦旅行シンガポール６月、及
び国際交流フェスティバル11月、新機軸としてカフェde
国際交流、即ち外国の文化の交流行事毎月が採択され
た。日本語教室、国際映画祭、クッキングセミナー、また、
会員研修などグローバルな活動の展開を採択された。特
にASEAN諸国の大学生のホームステイは、近年重視し、
将来の志摩地方の発展の布石として活動することにし
た。早速６月19日からインド大学生21名を受け入れホー
ムステイのお世話になることが決定され、また、第２団11
月も受け入れの計画である。
　総ての議案が採択され、後半は懇親会、お馴染みのマ
ジック、そして、大口市長の掛け声で始まる『恋するフォー
チュンクッキー志摩市Ver.』のダンスで盛り上がり無事
終えた。（清崎）

2014年度 志摩市国際交流協会総会開催
■事業計画
  ５月 18日（日） 第10回総会・交流会
  （合歓の郷ホテル＆リゾート）
  ６月 19日（木） JENESYS2.0
 ～22日（日）　インド大学生受入、ホームステイ実施
 28日（土） カフェde国際交流第１回
  ７月 13日（日） 会員一日研修（志摩スペイン村）
 　　中旬 広報誌発行 19号
 27日（日） カフェde国際交流第２回
  ８月 24日（日） 国際映画祭
  （阿児ライブラリーシアタールーム）
  ９月 　　未定 岐阜県郡上市の協会との交流会
  （場所：未定）
 　　未定 カフェde国際交流第３回
 28日（日） 会員日帰り研修
10月 　　未定 カフェde国際交流第４回
11月 　　未定 JENESYS2.0 ホームステイ実施
  （受入先未定）
 23日（日） 第３回みんなでふれ愛♥
  しま国際交流フェスティバル
  （志摩市商工会館）
 下旬予定 パエリアコンクールin志摩
12月 11日（木） 日本語教室 クリスマス会 
  （阿児アリーナミーティングルーム）
 　　未定 カフェde国際交流第５回
  １月 18日（日） クッキングセミナー
  （阿児アリーナ料理教室）
  ２月 　　未定 ３市合同日本語学習支援
  ボランティア養成研修（鳥羽市）
 　　未定 カフェde国際交流第６回
  ３月 　　中旬 広報誌発行 20号
 　　中旬 協会10年間のあゆみ冊子発行
その他 毎月１回 役員会開催（第三月曜日）
 月各２回 しま日本語教室
  ①鵜方公民館教室 ②旭電器教室
 　　随時 各委員会開催

2014年度収支予算書

１．会　費

２．補助金

3. 受託金
4．雑収入
5．繰越金
歳入合計

700,000

710,000

60,000
451,000
102,454
2,023,454

正会員2,000円×150人＝300,000円
賛助会員10,000円×40口＝400,000円

志摩市、 志摩市社会福祉協議会

（一財）日本国際協力センター
事業参加負担金、 貯金利息　等
前年度繰越金

１．会議費

２．事務費

３．事業費

４．負担金
5．予備費
歳出合計

250,000

435,000

1,300,000

12,000
26,454

2,023,454

総会交流会・役員会運営費
事務用品、 各会議書類、 会費振込手数料、
電話代、 郵送費、 事務局委託金、 事務所費　等

広報、 料理講座、 ホームステイ、 文化交流、
研修費、 日本語教室、 特別事業　等
三重県国際交流財団

備考本年度予算額科目 備考本年度予算額科目
歳入の部 （単位：円） 歳出の部 （単位：円）

shima5931@gmail.com

東原達也・更岡あずさ
田中真理・山本夏奈
事務局

■広報委員


