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2016年のサミットの会場がわが市の賢島に決定し、これほど喜ばしいこと
はありません。来年５月26,27日 ２日間の成果が［後世に残る賢島宣言］であ
ることを期待いたします。永久に全世界が平和で幸せになるための揺るぎな
い話し合いがなされるよう、そして日本がホスト役としてのその重責を果たし
ていただくよう切に希望します。
私たちは世界トップの関係者とお客様を気持ち良く最高の心で迎え、快適に過ごしていただけるよう努
力をしましょう。
日本のふるさと伊勢志摩、風光明媚なリアス海岸、美し国志摩、安心安全セイフティの三重 など兼ね備え

た好条件のもと、志摩人はその心意気を遺憾なく発揮しなければなりません。サミット前後のみならず、これ
を機にこの地志摩に太く長く、日本は勿論世界中からお客様が続々と訪れることを大いに望みます。
志摩市国際交流協会はその玄関口として組織をあげて応対し、志摩の歴史、伝統、文化、自然、海の幸、そ

してこころを凛としてお伝え申し上げます。

志摩市国際交流協会 会長　清 﨑  博
世界の伊勢志摩サミット

2016年主要国首脳会議
（伊勢志摩サミット）賢島で開催決定!

祝

来年の５月26日、27日に伊勢志摩サミットが三重県で開催されます。サ
ミット開催は、千載一遇のチャンスであり、大変喜ばしく光栄であるとともに、
責任の重大さに身の引き締まる思いです。
伊勢志摩は、日本人の精神性、豊かな文化・伝統、英虞湾など日本の原風
景ともいえる美しい自然を感じていただける地域です。
この地でのサミットの開催は、伊勢志摩、三重県の知名度の向上や、国際観光地としてのレベルアップに
つながるだけでなく、地域の総合力向上にもつながる絶好の機会です。サミットを一過性のものとしないた
め、県民一人ひとりが積極的に関わっていただき、全県的な取組を展開していきたいと考えています。
サミット開催まで残り10ヶ月ほどの状況ですが、６月26日に設立した「伊勢志摩サミット三重県民会議」を
中心に、県民の総力を結集し、サミット開催を成功に導くため、皆様にはご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。

三重県知事　鈴 木  英 敬

志摩市での伊勢志摩サミット
　　　　　　開催決定について
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伊勢志摩サミット決定によせて

伊勢志摩サミット決定によせて

来年の主要国首脳会議（サミット）が志摩市で開催されることになりまし
た。リアス海岸、美しい入江、海女、真珠、それにいせえび、アワビ等に代表さ
れる食材等伊勢志摩を世界に情報発信する「千載一遇のチャンス」です。又、
世界中のマスコミの方々が大勢来県されると予想されますが、ぜひ地域の文
化、歴史を知ってもらう為にも和風旅館や民宿等に宿泊してもらえればと
願っております。
来年は伊勢志摩が国立公園に指定されて70周年の年にあたります。緑豊かなこの地域を後世に伝えて

いく為にも環境の整備や、そこに住む人々の意識を高めていかなくてはなりません。
今後の志摩市の発展と志摩市国際交流協会の更なる発展を心からお祈りいたします。

伊勢志摩国立公園協会会長
三重県議会議員 山 本  教 和

「伊勢志摩」の魅力を世界に!!

2016年５月、伊勢志摩サミット開催決定！ この決定は、伊勢志摩に住む私
たちに大いなる自信と誇りを与えてくれました。この地域の豊かな自然や歴
史、魅力的な食を世界中の人々に知っていただく千載一遇のチャンスです。
そして、すでに世界中の視線が伊勢志摩に集まり、数多くの情報が世界中を
駆け巡っています。
この注目を一過性のものに終わらせてはいけません。将来にわたって世界から注目され続ける伊勢志摩へ

とレベルアップさせていくのは、私たちです。こんなダイナミックなチャレンジができる喜びと責任感を共有し
ながら、オール三重で伊勢志摩サミットの成功とその後の地域づくりに取り組んでいきたいと思います。
とりわけ、国際交流を長年にわたり担っていただいている志摩市国際交流協会会員の皆さまのご協力は
絶対不可欠です。ぜひ、その豊かな経験をサミットにかかる様々な機会で生かしていただくことをご期待申
し上げます。ともに力を合わせがんばっていきましょう!

三重県議会議員　中 嶋  年 規

このたび、2016年伊勢志摩サミットが志摩市賢島で開催されることが
決定されました。
開催地として選ばれました賢島は、英虞湾に浮かぶ島の１つですが、そ

の英虞湾は大小いくつもの島々と入江が入り組んだ風光明媚な景観が
広がる日本の原風景とも言える景勝地であり、古くから「美し国」と称さ
れる伊勢志摩地域の象徴でもあります。
また、豊かな海産物に恵まれるこの地域は、古くは朝廷に食材を提供した「御食つ国」としても知られてお

り、豊かな志摩の海産物は、世界に誇れる食材であると自負しております。
各国首脳の皆さまをはじめ、この地域を訪れる多くの皆さまに、志摩の「歴史・自然・食・文化」を通じ

て、日本をより深く感じていただける地域となれるよう、志摩市国際交流協会の皆さまと連携を密に
し、サミットの成功に向けて全力で取り組んでまいりたいと考えておりますので、一層のご支援、ご協
力をお願い申し上げます。

志摩市長　大 口  秀 和
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志摩市国際交流協会 2015年度賛助会員のみなさま（７月17日現在）

第４回
みんなでふれ愛♥
　しま国際交流
　　フェスティバル

日　時／11月15日（日） 10時～16時
場　所／志摩市商工会館

最新情報は協会ブログにてチェック!
http://www.shima-kokusai.com

参加無料

サミットセミナー開催します!!

※日時・場所・内容など変更の可能性があります。

出店ブース
大募集

『わかりやす～い!  伊勢志摩サミットQ&A』や『外
交・異文化おもてなし講座』（仮）と題し専門家な
どをお迎えし、サミットに向けてタメになる話をし
ていただく予定です。

一緒にフェスティバル開催を盛り
上げて下さる出店者を広く募集
します。募集内容については後日
改めてお知らせします！

クッキングセミナー
と　き／2016年１月24日（日）
場　所／志摩文化会館
※時間・内容は調整中…後日連絡いたします!

映画祭
と　き／8月23日（日）
 　上映13時～15時
場　所／阿児アリーナ
タイトル／望郷の鐘　　参加費／無料
問合せ／090-2944-6083（柴原）

●㈲宮柴水工
●㈱合歓の郷
●山本歯科医院
●片田定置㈱
●㈱志摩商会
●㈲山本峯行商店
●（医）豊和会
●華洋開発㈱
●志摩ガス協業組合
●志摩環境事業協業組合

●志摩市商工会
●ドラゴンイングリッシュ
●南部急送㈲
●丸文工業㈱
●㈱第三銀行鵜方支店
●㈱中央印刷
●㈱百五銀行鵜方支店
●㈱セレモ
●タニグチ歯科医院
●和穂歯科医院

●㈱山本建材
●㈲花屋敷
●サンクラフト
●㈱賢島宝生苑
●伊勢志摩ロイヤルホテル
●おかむね医院
●谷崎歯科医院
●前橋設備工業㈱
●伊勢志摩エバーグレイズ
●磯部建設工業㈱

●㈱丸羽青果
●近鉄レジャーサービス㈱
　　　　  志摩スペイン村
●近畿トラベル㈱
●㈱伊勢志摩地建
●活料理旅館 橘
●㈱グローツアー
　　　　　オペレーション
●三重リーフ㈲

（順不同）

志摩市国際交流協会に
　　　　ご入会ください！！

◇年会費 個人会員･･････ 一口 2,000円
 賛助会員･･････ 一口 1０,000円

※会費の納入につきましては出来るだけ郵便局からの振込みでお願いします。
　《口座番号》00840-8-185695　《加入者名》志摩市国際交流協会　（専用の振込用紙をご利用いただくと簡単です）

会
員
募
集

志摩市国際交流協会事務局
志摩市阿児町鵜方2975-14 （株）中央印刷内　TEL&FAX 0599-43-4101
http://www.shima-kokusai.com　shima5931@gmail.com

●申込先

お知らせ掲示板

会員日帰り研修旅行
と　き／12月6日（日）
場　所／なばなの里 イルミネーション
※時間・内容は調整中…後日連絡いたします!

日本語学習支援ボランティア養成研修
日　時／10月17日（土） 10時～15時　
場　所／鳥羽市民文化会館３F 中央公民館
※その他詳細はHPでお知らせします。



M
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U
p やったぁ～!  2016年のサミット開催地が志摩市に決定!  安倍首相が『伊勢志

摩サミット』と命名・発表したときには鳥肌が立ったほど嬉しかったです。弊協
会は伊勢志摩サミット市民会議の会員メンバーとしても組織をあげて協力し
ていきたいです。（更岡）
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2015年５月31日（日）
午前11時から賢島宝生
苑にて、志摩市国際交流
協会総会を開催しまし
た。総会では、役員改選
に伴い新役員を選出し、
新年度のすべての事業
内容が審議され、原案通り承認されましたことをご報告
いたします。ご協力ありがとうございました。
また、総会終了後の会員交流会では、賢島宝生苑の美
味しいバイキング料理と、恒例となった清﨑会長のマ
ジックショーや小保方よしのさんによるフルート演奏を
披露していただき、楽しく和やかな時間を持つことが出
来ました。 （太田）

2015年度 志摩市国際交流協会総会開催
事業計画

  ５月 31日（日） 2015年度総会・交流会
  （賢島宝生苑）
  ７月 14日（火）～16日（木）　台湾花蓮県新城郷 訪日交流事業
 31日（金） 広報誌発行 21号
  ８月 23日（日） 国際映画祭「望郷の鐘」
  （阿児アリーナベイホール）
11月 15日（日） 第４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）
12月   6日（日） 会員親睦日帰り研修旅行
12月 10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）
  １月 24日（日） クッキングセミナー
  （志摩市志摩文化会館 料理教室）
  ３月  広報誌発行 22号

その他 時期未定 岐阜県郡上市の協会と交流会
  ホームステイ受入
  カフェde国際交流
 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

2015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
431,000
35,716

1,936,716

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 700,000円
志摩市社会福祉協議会 10,000円
（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

405,000

1,200,000

12,000
69,716

1,936,716

総会交流会・役員会運営費
事務用品、 各会議書類、 電話代、 郵送費
事務局委託費　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

更岡あずさ・田中真理
田中真喜・事務局

■広報委員

2015年度志摩市国際交流協会役員名簿
氏　　名 氏　　名役　職 役　職 役　職 氏　　名

会　長
副会長
副会長
事務局長
会　計

清﨑　　　博
小林　　教郎
田中　　真理
田中　　真喜
太田　　和正

理　事
理　事
理　事
理　事
理　事

和田　　　弘
岡宗　　尚代
濱岡　　宏俊
羽根　美紀子
山本　　泰司

氏　　名役　職
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事

倉谷　　良正
柴原　マリ子
更岡　あずさ
東原　　達也
山口　　匡代

理　事
理　事
監　事
監　事
顧　問

浜口　　浩明
上村　百合子
奥村　　政司
谷口　　茂晴
浜口　喜美生

新役員
名前紹介

今年度から新しく３名の新役員が加わりました。みなさんとても明るく、アイデア満載の頭脳を
お持ちです。協会は益々パワーアップしていきますので、宜しくお願いいたします!
新役員 ／ 山口 匡代 ・ 浜口 浩明 ・ 上村 百合子（順不同）


