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　この会報誌発行の４日後３月19日には、伊勢志摩
サミット開催70日前となりました。
　当初サミットが伊勢志摩に決定された昨年６月には、
千載一遇のチャンスと諸手を挙げ喜びました。伊勢志摩に生まれ育ったことに
誇りを感じ、今も元気でいられることに感謝しました。
　しかし、今ではその喜びが徐々に「安全に無事に終わって頂きたい」願いへと
変化してきました。
　鈴木英敬知事の各地での挨拶も、「県民挙げてのご理解とご協力あってこそ伊勢
志摩サミットが無事成し遂げられる」と、強調に強調を重ねられるようになりました。
　私のような一介の人間ですら国内外の情勢に敏感になり、伊勢志摩サミット
開催に影響せぬかと心配せざるをえない心境であります。
　いよいよ二桁の日数に近づくと、ひとりひとりの“おもてなしの行動”が大切に
なります。２月16日に開催された「きれいな街でおもてなし・100日前大作戦」の
キックオフでは、志摩市民を中心に約2,000人が参加し、清掃作業がおこなわれ
ました。これを皮切りに今後は「花いっぱい活動」が行われ、美的な国立公園と
してもお客様を気持ちよくお迎え申し上げる準備が進められます。これは“安全と
快適を提供するおもてなし”の心構えであると思います。
　志摩市国際交流協会は“おもてなし”をテーマにフェスティバルを開催し、多くの
参加者をお招きし、伊勢志摩サミットに対する理解と協力を求めました。伊勢志摩
サミットをイメージした巨大な顔出しパネルを制作し、フェスティバル会場に設置
しました。家族揃っての楽しい記念写真で、少しでも伊勢志摩サミット参加の気分に
なって頂けたかと思います。
　いよいよあと30日、20日と秒読み段階に入ります。伊勢志摩サミットが無事に
終えて頂き、最大の成果を上げ、世界の平和と幸せを祈願いたしたく思います。
　もとより私たちは、開催後も多くの伊勢志摩への来客を願い、国際交流の事業
が活発に展開されるよう、引き続き努力いたしたいと考えます。

いよいよ
  伊勢志摩サミット開催!

志摩市国際交流協会 会長　清 﨑  博



　台湾花蓮県新城郷長から交流にかかる申し出があり、志摩市は本交流を開始する旨の承諾をいたしま
した。その背景には、新城郷と旧志摩町との交流があり、当時は相互に訪問して研鑽を重ねてきました
が、平成16年10月の市町村合併を機に交流が途絶えました。
　今後は、両市民の交流を通して友好親善が促進され、更なる友情と信頼が深まり相互の発展に繋がる
ことを念願し、2015年７月15日に合歓の郷ホテル&リゾートホテル合歓において、志摩市と共催して40
名の新城郷の方々との交流調整会議や歓迎会を開催しました。　（担当 太田）

　上映会を夏季に移してから今回で３回目となる志
摩市国際交流協会映画祭。
　戦後70年を迎えるにあたり、当協会会員でもあり
ます阿児町鵜方在住の前田俊文氏の「戦争の悲惨
さを忘れず、後世に伝えていく」と言う熱い想いと全
面的な御協力により、８月23日（日）阿児アリーナベ
イホールにて開催させて頂きました。
　戦争映画にありがちな刺激的な残虐場面などな
く、そしてなにより死についての直接的な描写（爆
死・狙撃・服毒場面等）がなく最後まで安心して見れ
る映画でした。
　会場からは時折、すすり泣く声が聞こえ、上映後に
は大きな拍手が沸き起こりました。
　大ホールでの上映は初めてで、不行き届きな点も
多々ありましたが、延べ500名のご参加を頂き盛況
のうちに終えることができました。
　ご協力ありがとうございました。
（担当 柴原）
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台湾花蓮県新城郷との
　　　　　　　 友好交流調整会議開催！

2015年８月23日（日）
阿児アリーナ　ベイホール

2015年7月15日（水）
合歓の郷ホテル＆リゾート

志摩市国際交流協会映画祭
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2015年11月15日（日）
志摩市商工会館

2015年12月6日（日）
なばなの里イルミネーション

　12月６日　会員日帰り研修旅行として、「なばなの里
イルミネーション」に行ってきました。
　正午ごろにバスで出発し、まずは　三井アウトレット
パーク「ジャズドリーム長島」でそれぞれがお目当ての
ショッピングや食事を楽しんだ後、なばなの里へ。
　17時少し前に入場して点灯の瞬間に立ち会い、一斉
にイルミネーションが輝く園内。光のトンネル、アルプ
スの少女ハイジとスイスの山々のイルミネーションは
想像をはるかに超える壮大さにしばし見とれるばかり
でした。
　12月というのに風もなく穏やかな夜でしたが、日曜
日の大変な混雑の中、集合時間厳守に皆さまのご協力
本当にありがとうございました。　（担当 岡宗）

会員研修旅行

　今回は、「伊勢志摩サミットを応援しましょ!  サ
ミット開催200日前記念ウイーク」として、サミットに
ちなんだ企画の満載でした。約600名の参加があり
ました。
　ステージ企画として、「わかりやすーい!伊勢志摩
サミットＱ＆Ａ」として皆さんから募集した質問を中
心にゲストが解答。や「異文化おもてなし講座」では
海外で活躍する方々におもしろいエピソードから
「おもてなし」についてのミニ講座。など異文化交流
やサミットについて当協会らしい企画となりました。
その他、愛知県日進市国際交流協会さんから友情
出演があり紹介トークや踊りで協力いただき、また、
熊野市からもセミプロとして活躍している天秤座さ
んから映像と音楽によるライブも友情出演をいた
だきました。他、鳥羽市から志洲飛島太鼓さんの子
ども太鼓演奏、フラスタジオカイラニさんのフラダ
ンス、浜島美輪連さんのじゃこっぺ踊り、当協会会
長のサミットマジック、それから市サミット推進室さ
んの「世界のじゃんけん」と盛りだくさんでした。
　出店ブースやキッズコーナーなども盛況で多くの
方に来場いただきました。
　Ｇ７の㊙企画として、市サミット市民会議との共催
による「Ｇ７顔出しパネル」の初お披露目があり、こ
の後市内のどこかでこの顔出しパネルが皆さんに
楽しんでいただけるでしょう。　（担当 田中）

第４回みんなでふれ愛♥
　　　　　　　  しま国際交流フェスティバル



　今回は志摩市の広報誌や往復はがきによる会員への案内も
済んだあとに三重県国際交流財団から伊勢志摩サミット三重県
民会議のプログラムの案内をいただき急遽、講師派遣の協力を
依頼しましたのでメニューが６種と、忙しい展開になってしまい
ましたが、とても楽しい時間を過ごしていただけたのではない
かと感じています。 （担当 羽根）
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2015年12月10日（木）
阿児アリーナ

2016年１月17日（日）
志摩文化会館料理教室

テーマ 「サミット参加国の料理を楽しもう」
講　　　師／ 阿部シャロン  アメリカ生まれ四日市在住
  （三重県国際交流財団より派遣）
 谷崎千代子 （元　学校栄養教諭）
参加者総数／ 34名

メニュー
《アメリカ料理》
●ハンバーガー
日本ではハンバーグの肉は牛、豚の合い挽きを使いますが、アメリカでは牛100％でないとハンバーガーとは言わないそうです。

●アップルパイ
パイ生地を粉からこねて本格的に教えていただきました。

●人参サラダ
《その他の国の料理》
●ロシア風スープ
●イタリア風ソーメンピザ
●日本風そうめん寒天

クッキングセミナー

　今年で６回目を迎えるクリスマス会が12月10日に阿児アリーナで
開催されました。昨年同様、生徒とスタッフ、役員・理事を会わせて30
名の参加があり、大賑わいでした。
　恒例になりました清﨑会長のマジックは残念なことに会議が重なっ
たため楽しむことができませんでしたが、代わりに６名の小学校１・２
年生が音楽の時間に習った歌を披露してくれました。みんなが手拍子
をして、最初から盛り上がりました。
　続いては、普段交流することのできない旭電器教室と鵜方公民館の
生徒さんやスタッフ、ＡＬＴ、参加された方々の自己紹介がありました。
　ビンゴゲームで持ち寄ったプレゼントの交換があり、クリスマスケーキを味わいました。最後にみんな
で「赤い花白い花」を歌い、楽しいひとときを過ごすことができました。 （担当 倉谷）

しま日本語教室　クリスマス会

2015年10月17日（土）
鳥羽市民会館

　10月17日（土）鳥羽市が担当で開催されました。
　講師、東海日本語ネットワーク　鈴木勝代先生により「生活で必要とされる日本語をどう取りいれてい
くか」など日本語教室で実践できる研修内容でした。しま日本語教室でも日本語ボランティアとして活動
していただける方を募集しています。 （担当 田中）

しま日本語教室
平成27年度三市合同
　　 日本語学習支援ボランティア養成研修

Menu



募 集 中
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　志摩市国際交流協会では私たちと一緒に楽しく
イベントの企画や運営、また国際交流について興味
のある会員の方を大募集中です。

一緒に活動しませんか!
【理事会日程】
日時／毎月１回  第３月曜日  19：30～21：00
場所／阿児アリーナ
※月により、日時・場所共に変更になることもあります。

《登録方法》

　志摩市国際交流協会では、現在、志摩市を訪れる外国人学生他のホームステイの受入れを行っています。
　ご登録のご家庭には、諸団体よりホームステイの申し込みがあり次第、お知らせを発送させて頂きますが、
その都度、受入れを希望するかしないかは自由ですので、皆さまお気軽にご登録をお願いいたします。

ホームステイ受入家庭 登録のお願い

《個人会員、賛助会員共、協会広報、楽しいイベントのお知らせ等を随時お届けいたします！》

◆入会資格／ 本会の設立目的及び事業をご理解・ご支援いただける
 個人、団体・企業
◆会 費 等／ 会員の種類により、年会費等は次のとおりです。
 　・個人会員 ･･････････････2,000円
 　・賛助会員 ･･･････ 一口 10,000円
◆納入方法／ 1. 郵便局から振込（専用の振込用紙をご利用ください）
 2. 総会時に納付
 3. 事務局に直接持参
◆申 込 先／ 志摩市国際交流協会事務局
 志摩市阿児町鵜方2975-14　㈱中央印刷内
 TEL＆FAX 0599-43-4101

　志摩市国際交流協会では、地域レベルの国際交流を推進するため、住民・団体・企業の皆様のご参加・ご支
援をお願いしています。華やかな面ばかりにとらわれがちな「国際交流」ですが、地道な交流活動を長く続けて
いくため、ご支援をお願いするとともに、本会の活動の輪を広げていただくようお願いいたします。

志摩市国際交流協会　会員募集！

同封の登録シートにご記入の上、協会事務局までファックスでご送信下さい。
Eメールでのご登録も可能です。登録シートに記載の必要事項を協会メールアドレスまで
送信して下さい。 （最終ページ記載）
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　　　　　　　　　　こんにちは。 伊勢志摩サミット開催まであともう少しという事で
市内も活気付いてきましたね？ さて、協会では現在使用しているブログから多くの方々が
使用しているフェイスブックに移行し、皆さんへ素早く情報提供（3月下旬予定）を出来る
よう準備していますのでお楽しみに！ （更岡）
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志摩市国際交流協会事務局

最新情報はブログでチェック!

TEL＆FAX 0599-43-4101 http://shima-kokusai.comURL shima5931@gmail.com

http://blog.canpan.info/siea/

志摩市阿児町鵜方2975-14 　㈱中央印刷内

お気軽にお問い合わせください!

●（医）豊和会
●おかむね医院
●谷崎歯科医院
●山本歯科医院
●タニグチ歯科医院
●和穂歯科医院
●大岩矯正歯科
●㈱第三銀行鵜方支店
●㈱百五銀行鵜方支店
●㈱合歓の郷
●㈱賢島宝生苑
●伊勢志摩ロイヤルホテル
●活料理旅館 橘

●伊勢志摩エバーグレイズ
●近鉄レジャーサービス㈱

志摩スペイン村
●近畿トラベル㈱
●㈱グローツアーオペレーション
●丸文工業㈱
●南部急送㈲
●㈱山本建材
●前橋設備工業㈱
●磯部建設工業㈱
●㈲宮柴水工
●華洋開発㈱
●㈱伊勢志摩地建

●片田定置㈱
●㈱志摩商会
●㈲山本峯行商店
●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
●㈱中央印刷
●㈱セレモ
●㈲花屋敷
●サンクラフト
●㈱丸羽青果
●三重リーフ㈲

（3月1日現在）

（順不同）

2015年度賛助会員のみなさま

2016年度
　総会・交流会の日程
日時／2016年6月12日（日）
　　　　　11：00～　総会
 　　12：10～　交流会
場所／伊勢志摩ロイヤルホテル

■広報委員　更岡あずさ・田中真理・田中真喜・事務局

shima5931@gmail.com

Facebook始めます!


