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12年目を迎えました志摩市国際交流協会は、自他ともに認める活発な活動を行っていま
す。これはひとえに会員、賛助会員の皆さまのお陰と喜んでいます。本年度は４月当初か
ら伊勢志摩サミット成功に向けて、志摩市サミット市民会議の事業に率先して参加させて
頂きました。サミットが大成功に終わり、伊勢志摩の歴史、文化が世界に発信されたこと
は実に喜ばしいことであります。志摩に生まれ志摩に育ち、そして丁度この年に国際交流
の仕事をさせて頂いたことに深く感謝申し上げます。
本年度の総会内容は下記の通りですが、サミット後が大切で、更に志摩市の良さをいか
に世界に広く持続して発信していくかが課題であります、そのためにはみんなで志摩市の
魅力を再発見し、郷土を愛し、自然を大切に守ることが大事と考えています。
今後ともよろしくお願い申し上げご挨拶とします。

志摩市国際交流協会 会長
清 﨑  博

明日の志摩から世界へ向かって 2016・志摩国際交流協会総会開催

2016年度志摩市国際交流協会総会が、６月12日（日）伊勢志摩
ロイヤルホテルにおいて開催されました。現在の会員数は一般会
員153名、賛助会員40名で、当日は出席者59名、委任状出席者
67名と多くの会員様にご出席いただきました。
大口秀和市長のご祝辞の中で、「伊勢志摩サミットが、成功のも
と無事終了したこと」の報告があり、サミット開催地として国際交
流も含め今後どのように活かしていくか等のお話がありました。
交流会では、恒例の清﨑会長のマジックや小保方さんのフルー
ト演奏を楽しみながら、会員同士の交流の場として歓談に花を咲
かせていただきました。
会員の皆様のご意見やご要望がありましたらご連絡ください。
そして皆様で盛り上げ育てていく会にしていけたらと考えており
ます。宜しくお願いいたします。（田中）

2016年度 志摩市国際交流協会総会報告
事業計画

  6月 12日（日） 2016年度総会・交流会
  （伊勢志摩ロイヤルホテル）
  6月 26日（日） 会員研修 市民パスポートで
  スペイン村を楽しもう
  （志摩スペイン村）
  7月  広報誌発行23号
  8月 11日（木・祝） 国際映画祭「一枚のハガキ」
  （阿児アリーナベイホール）
  9月 25日（日） 会員親睦日帰り研修旅行
  （御在所ロープウェーとアクアイグニス）
11月 2日（水）～6日（日）　海外研修旅行（ベトナム）
11月 27日（日） 第５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 8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 22日（日） クッキングセミナー
  （阿児アリーナ料理教室）
  2月 18日（土） カフェde国際交流
  2月 中旬 平成28年度三市合同
  日本語学習支援ボランティア養成研修
  3月  広報誌発行24号
【その他】 ホームステイ受入（時期未定）
 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

2016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

760,000
60,000
440,000
99,227

2,059,227

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 750,000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

280,000
415,000

1,290,000
12,000
62,227

2,059,227

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）
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伊勢志摩サミットが、市民の皆様のご協力や関係者の皆様のご尽力のおかげで無事終了しました。
国際交流協会の皆様には、昨年の11月15日に『しま国際交流フェスティバル』を開催していただき、多くの方々
にサミットをご理解いただく取り組みをしていただきました。また、この日にお披露目されました顔出しパネルは、
アイデアから制作までを国際交流協会に受け持っていただき、市民や観光客に親しまれる素晴らしいパネルとなり
ました。
伊勢志摩サミットの周知啓発と機運醸成が課題であったこの時期に、サミット成功に向けたご協力をいただけま
したことは、オール志摩で取り組むことができると確信できた一日でありました。
サミット開催を契機に志摩市民に強い絆ができたと感じます。今後ともより良い志摩市づくりにご協力を賜りま
すようお願いします。
皆様方のサミットへのご協力に心から感謝申し上げます。

2016年主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）が無事に終了して本当に良
かったですね。
昨年のフェスティバルでお披露目式をした、畳三畳分の「サミット記念顔
だしパネル」は、今も様々な場所で、市民や観光客の皆様に楽しんでいただ
いています。開催地だったことを末長く覚えてもらえるように耐久性を備え
た作りになっていますから、今後もどこかでお目に触れる機会があるでしょ
う。この志摩市が、ますます国や地域を超えた素晴らしい交流がなされて、
幸せな発展へと繋がっていくことを願ってやみません。（事務局）

志摩市サミット推進室長　下 村  卓 也伊勢志摩サミット大成功

2016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

清﨑　　　博
小林　　教郎
田中　　真理
田中　　真喜

会　計
理　事
理　事
理　事

太田　　和正
和田　　　弘
岡宗　　尚代
濱岡　　宏俊

氏　　名役　職
理　事
理　事
理　事
理　事

羽根　美紀子
山本　　泰司
倉谷　　良正
柴原　マリ子

理　事
理　事
理　事
理　事

更岡　あずさ
東原　　達也
山口　　匡代
浜口　　浩明

役　職 氏　　名
理　事
監　事
監　事
顧　問

上村　百合子
奥村　　政司
谷口　　茂晴
浜口　喜美生

梅雨空の季節に珍しくお天気に恵まれた６月26日（日曜日）、会員
17名で志摩スペイン村に行ってきました。志摩市民招待券を頂いて
も、一人ではなかなか行けなくて……という方からは好評の企画です。
カルメンホールでの今年のフラメンコショーは、「フィエスタ・デ・
セビーリャ」。セビーリァ地方の春祭り、闘牛など内容も分かりやすく、
最前列で本格派の迫力あるフラメンコを鑑賞しました。ダンサーとの
かけ合いもあって楽しいひと時を過ごした後、レストラン「アルハン
ブラ」にてスペイン料理を堪能。各自でパレード見学やバビエル城で
のスペインの歴史を勉強して、帰路につきました。フラメンコショー
は毎年リニューアルするので、毎回楽しく、感動させられます。
次回も沢山の参加をお待ちしております。（岡宗）

2016年6月26日（日）
志摩スペイン村

オラ!  スペイン村を楽しもう
　　　　　　会員親睦１日研修
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と　き／ 8月11日（木・祝）
 開場12：30　開演13：00　〈上映13：10～15：04〉
ところ／ 志摩市阿児アリーナ　ベイホール
チケット／ 7月21日より整理券（無料）を配布します。
 【配布場所】　志摩市人権市民協働課
  　　　　志摩市各支所、 阿児アリーナ
定　員／ 500名

と　き／ 9月25日（日）
行　先／ 御在所ロープウェーと
 アクアイグニス
参加費／ 6,000円
 御在所ロープウェー往復
 ランチ・旅行保険代を含む

（御在所-アクアイグニス）

申込み／ 8月31日までに、会員様にお届けしております返信用ハガキにてお申し込み下さい。

行程
志摩文化会館（7：30）→大王公民館前→志摩市商工会館→磯部農就センター→伊勢西IC
→アクアイグニス（10：30）→御在所（13：00）→アクアイグニス（17：00）
帰路→志摩文化会館（19：45頃）

志摩文化会館（7：30）→大王公民館前→志摩市商工会館→磯部農就センター→伊勢西IC
→アクアイグニス（10：30）→御在所（13：00）→アクアイグニス（17：00）
帰路→志摩文化会館（19：45頃）

「一枚のハガキ」
監督・脚本・原作：新藤兼人
出演：豊川悦司、大竹しのぶ、六平直政、大杉蓮、柄本明　ほか

主催 ： 志摩市国際交流協会
後援 ： 志摩市、 志摩市人権啓発推進ネットワーク協議会

【チケット問い合わせ】
志摩市国際交流協会　柴原
TEL 090-2944-6083

※日時・場所・内容など変更の可能性があります。

と　き／11月27日（日）
場　所／志摩市商工会館

今回はこれまでと少し趣向を変えて、今年この地で開催された伊勢志
摩サミットを振り返りながら、様々なエピソードを盛り込んだ楽しい講
演会や、世界の名曲を楽しめるコンサートなどを企画しております。
詳細は後日お知らせいたしますので、おたのしみに!

第５回みんなでふれ愛♥
　しま国際交流フェスティバル

今年も国際映画祭は、たくさんの方に観ていただきたく、阿児アリー
ナベイホールにて開催いたします。
日本映画界の至宝、新藤兼人監督が99年の人生をかけた最後の最高傑
作です。「生きているかぎり生きぬきたい」ということばを残した彼の「希
望と再生」のメッセージは、生命力に溢れる美しいラストシーンに込めら
れて、観る人全てに大きな感動を与えるでしょう。ぜひこの機会にご鑑
賞ください。

今年も会員の皆様の親睦を深めるための日帰り親睦研修旅行を計画し
ました。
アクアイグニスは、菰野町にある温泉（片岡温泉）と、有名シェフのお
店（辻口博啓氏／トップパティシェ・奥田政行／イタリアン・笠原将弘／和
食）や、手作りパンで有名な、大変人気の高い施設です。
今回は、奥田シェフのイタリアンランチコースを、レストラン『イル・
ケッチアーノ ミエーレ』でお楽しみいただきます。
定員36名のため先着順です。ぜひこの機会にご参加くださいませ。

志摩市国際交流協会 国際映画祭

親睦日帰り研修旅行ご案内

ご案内

ご案内 参加
無料



こんにちは。昨年、ブログからフェイ
スブックに移行しました。身近な情報や、
さりげなく楽しい話題などを提供してい
ます。ぜひご覧くださいませ。（更岡）
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志摩市国際交流協会 2016年度賛助会員のみなさま（７月15日現在）

Facebook 見てみてください!

日本語学習支援
ボランティア養成研修

とき／2017年2月中旬
場所／志摩市内
※その他詳細はHPでお知らせします。

日本語教室クリスマス会
とき／12月8日（木）
場所／阿児アリーナミーティングルーム
※時間・内容は調整中…後日連絡いたします!

●（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
●㈱ICMカンパニー
●㈱丸羽青果
●㈲宇田ミート
●三重リーフ㈲

（順不同）

しま日本語教室は、志摩市国際交流協会の事業として、外
国人の方が志摩市で生活や仕事をしていくうえで必要な日本
語を、楽しく学習しながら習得してもらおうという目的のもと
で、開講しています。
講師はボランティアが行います。外国人の方で、教室に興
味のある方や、日本語の習得に困っている方がおられましたら、
しま日本語教室をぜひご紹介ください。

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便利です）

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

カフェｄｅ国際交流

●しま日本語教室 生徒募集

とき／2017年2月18日（土）
場所／阿児アリーナミーティングルーム（予定）
※その他詳細はHPでお知らせします。

クッキングセミナー
とき／2017年1月22日（日）
場所／阿児アリーナ料理教室
※時間・内容は調整中…後日連絡いたします!

学習日／ 金曜日 19：00～20：30
 変則的に休みあり。
 開校日はお問い合わせください。
場　所／ 鵜方公民館
 志摩市阿児町鵜方1975番地
受講費／ １回につき100円

「志摩市国際交流協会」でご検索ください
志摩市国際交流協会 検索

三重県志摩市阿児町鵜方2975-14（株）中央印刷内
TEL＆FAX：0599-43-4101（留守番電話）
Mail：shima5931@gmail.com

志摩市国際交流協会（留守番電話）
●問い合わせ先

■広報委員　更岡あずさ・田中真理・田中真喜・事務局


