
志摩市国際交流協会会報
第24号 2017年３月15日

発行/志摩市国際交流協会

　日本が嫌いになりブラジルへ移
住しようとした２人（大竹・豊川）
が、それでも日本に残って麦農家
を始めるという物語でした。麦は
踏めば踏むほど強くなる。ボロボ
ロになっても多くの死に遭遇して
も、日本で生きていくことを選ん

だ２人の姿は震災後の日本の状況にも重ねることがで
きて味わい深い“笑える悲劇映画”でした。
　延べ350名のご参加を頂き盛況のうちに終える事が
出来ました。ご協力ありがとうございました。（担当柴原）

　初めお母さんに、「ベトナムへ行こか。」と言われた
時は、とてもびっくりしたのと同時に、とても行きた
いと思いました。初めての海外旅行だったけど、お母
さんといっしょだったので、心配なことはありません
でした。パスポートなどの荷物を用意している時や、
ガイドブックを見ている時は、旅行のことを色々想像
できて楽しかったです。
　出発の日は朝早く起きて、とてもねむたかったけど、
ウキウキしながらお母さんの車で津まで行き、津から
は船に乗って、セントレアに行きました。着いたらいっ
しょに行く人たちが居て、ちょっと安心しました。
　出国審査の時に、無事に通れたので、なんだかホッ
としました。家から見ると、空を飛んでいる飛行機は
とても小さいのに、近くで見たら予想以上に大きくて、
びっくりしました。「席の所に、テレビがあるといいな。」
と思っていたけど、なくて少しだけ残念でしたが、り
陸した時に体がフワッとなって、面白かったです。ハ
ノイに着くまでは、ワクワクしてねむれませんでした。
　ハノイに着くと、暑いと思っていたけど、そんなに
暑くなかったです。
　ハノイでは、市内観光やハロン湾クルーズに行きま
した。ホテルで食べた朝食や、レストランで食べた夕
食は、どれもおいしかったし、日本では食べたことの
ないフルーツもたくさんあって、うれしかったです。
　ホーチミンでは、クチトンネル、市内観光メコン川
クルーズ、水上人形劇の鑑賞をしました。
　バイクで、三人乗りや四人乗りの親子を、町でよく見
かけました。ベトナムでは、大人は二人まで、こどもは
何人乗ってもよいそうです。バイクも車もいっぱいで、
信号もほとんどないけど、事故が少ないというのを聞く
と、みんな思いやりがあるのだなあと、思いました。
　行くのが決まってから、待ちに待った旅行だったけ
ど、あっという間に時間が過ぎて、気がついたら帰り
の飛行機でした。
　いっしょに行った人たちは、みんなやさしくて、こ
の旅行に参加できて、本当によかったです。
　ベトナムはまだまだ発展すると思うので、十年後に、
また行きたいです。

　去る９月25日（日）会員30名で
「アクアイグニスと御在所ロープ
ウェイ」に行ってきました。
　前日まで、台風と雨が１週間続

くという悪天候でしたが、当日は参加者の日頃の行い
のおかげ（？）で薄曇りの好天に恵まれました。
　「アクアイグニス」は三重郡菰野町にある温泉（片岡
温泉）と有名シェフの食のお店がある予約の取れにく
い大変人気の施設です。ランチはイタリアン奥田シェ
フ監修のレストラン「イル・ケッチアーノ　ミエーレ」
でのコース料理。オードブルから洗練されたお洒落で
美味しい料理に大満足でした。
　「御在所ロープウェイ」は三重県に住んでいても初め
てという方もいて、日本一高いという鉄塔付近でのゴ
ンドラから下を見ると、その高さに足がすくむ思いで
す。山頂から、伊勢湾・
南アルプスの眺望を堪
能し、往復のバスの中
では恒例の清﨑会長の
マジック、ビンゴゲー
ムと楽しい１日でした。

（担当岡宗）

国際映画祭（一枚のハガキ） 会員研修旅行（ベトナム）
2016年8月11日（木・祝）
阿児アリーナ ベイホール

2016年11月2日（水）～6日（日）

会員研修旅行
（御在所ーアクアイグニス）

2016年9月25日（日）

●事業をふり返って
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「はじめてのベトナム旅行」 桝屋 あきつ鵜方小学校
６年生
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　2016年11月27日、志摩市商工会館にてフェスティバルを開催しました。今回は志摩市在住の川上与志夫先生
をお迎えし「食いつけば…道まちは拓ける」のサミット開催記念講演を、そして桑名市から【ワッシーファミリー】に
よるクラシック音楽を楽しんでいただきました。
　ワッシーファミリーさんの家族アンサンブルの演奏は数々の賞を受賞されているだけありとても素晴らしく、一
生懸命演奏する兄妹の姿、そして子供らを後方から見つめる父親の眼差しに感動し、涙を流す方も多くいらっしゃ
いました。
　講演会では川上先生のサミット通訳裏話や渡航経験エピソード
を交えながら、グローバルな人間になるには『飛び出す勇気』を持
つことが必要と教えていただき、またトークセッションでは中嶋
年規議員に飛び入り参加をお願いし『外国人にもやさしいまちづく
り』についてご意見をいただきました。参加者からはとても充実し
たフェスティバルの時間を過ごせたと評価をいただきました。

（担当更岡）　

アンケート調査結果
●これからの志摩市のまちづくりには国際的要素は必要？
・大いに 17　・はい 11　・無回答 2　（アンケート総数30）

ご意見： これから外国人移住者も増えることが期待されます。

 もっと小さい頃から国際教育をしてほしい。
 志摩市の充実と大発展を望んでいます。

●協会事業やフェスティバルでやってほしいことは？
・スポーツ、ダンス、レクリエーションを通じて交流してみては？

・現在行っている事業をさらに充実させて続けてほしい。

・コンサート、バンド演奏、大道芸人などが見たい。英語で話せる機会

がほしい。
・これからも頑張って。小中学校へも積極的に語学活動をしてほしい。

・次世代の人たちに活力を与えてほしい。これからも今回のようなイベ

ントを続けて！
・ピアノコンサートなど。料理教室。外国人交流。

　東郷町国際交流協会から、伊勢志摩サミットへの研修を目的に志摩市に来訪されました。当協会との交流も希望
され、清﨑会長と田中副会長で対応しました。第一部は、志摩市についてのビデオ、協会の事業について、10周年
記念会報誌について説明し、第二部はサミット推進室から、サミット開催時の様子の説明がなされました。（担当田中）

　例の日本語教室クリスマス会が12月８日（木）阿児
アリーナで開催されました。今年の参加者はスタッフ
を含めて28名で、昨年以上に盛り上がりました。
　会長の手品に続いては、昨年好評だった子どもたち
の歌でしたが、とても上手でした。生徒さんからの差
し入れの家庭料理に舌鼓を打ったり、ビンゴゲームを
したりと楽しい時間を今年も過ごしました。（担当倉谷）

第５回みんなでふれ愛♥しま国際交流フェスティバル

愛知県東郷町国際交流協会との交流研修

2016年11月27日（日）／志摩市商工会館

2016年12月12日（月）
阿児ライブラリー２階研修室

日本語教室クリスマス会
2016年12月8日（木）／阿児アリーナ

2



志摩市国際交流協会会報

　2017年度に本格スタートする『世界ワクワク教室』。この教室ではボラン
ティアティーチャーと一緒に幼稚園などに出向き、好奇心豊かな子供たちに
国内外の物事を体感してもらい、グローバルな視野を育て、主体的に行動で
きる力を伸ばすお手伝いを目的としています。
　そして今年の１月12日（木）に磯部幼稚園にてお試し教室を開かせていた
だきました。今回のボランティアは志摩市在住のフランス人教師のキャミさ
ん、オーストラリア在住で女子高校生の堀本さん、そして協会からは清﨑と
更岡の4人。日本伝統文化を取り入れた獅子舞マジックから始まり、オース
トラリアの街や動物紹介、フランスクイズ、歌や踊りなど英語やフランス語
を交え充実した授業となりました。子供たちのビックリした顔や「おおお～」
という声、目を輝かせながら見入る目……。そんな子供たちを見て私たちも
ワクワクしてしまいました。
　協会では教室を開かせていただける幼稚園など、そして私たちと一緒に子
供たちにこのワクワク感を与えてくださるボランティアティーチャーを大募
集しています。詳細や質問などお気軽に事務局までお問い合わせください。

（担当更岡）

　29名の多くの方々に参加して頂きました。フラン
ス人講師のキャミさんからフランス郷土や食べ物の
話、そしてカフェでの注文の仕方など教えて頂きまし
た。
　フランスチーズは365種類あることや、山で作られ
るチーズは少し固めであること、注文時には必ずボン
ジュール!  と一言言ったほうが良いことなど、初めて
知る内容が盛りだくさんでした。
　今回のおやつはフランス菓子のクイニーアマン　。
外はカリッと甘いキャラメルのようで中はふんわりし
たパンのよう。参加者の皆さんはコーヒーやチーズも
味わいながら、楽しんで交流して頂いた様子でした。
　Merci beaucoup!  ありがとうございました!

（担当田中）

　３種類のおしゃれなメニューに加え、エレナこだわ
りの紅茶を用意してくれたり、食事を始めると同時に
「アップルクランブル」をオーブンで焼き始めたり、料
理上手なエレナの指導に、教室内のやる気満々の熱意
で、急きょマイクを使用しての進行になりました。

（担当羽根）

世界ワクワク教室

カフェDE国際交流

2017年1月12日（木）／磯部幼稚園

2017年2月18日（土）／阿児アリーナ
クッキングセミナー

2017年1月22日（日）／阿児アリーナ料理教室

「イギリスの伝統料理」 カフェde国際交流：フランス編
cafe de international exchange

講　師／ エレナ（市内小中学校のALT）
メニュー／ スコッチエッグ
 コテージパイ
 アップルクランブル
参加者／ 42名
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　国際交流の先進地視察・会員の相互交流を目的に郡
上市を訪問しました。可児市にて行われていた「日本語
見本市」に立ち寄り、郡上市では郡上八幡国際友好協会、
白鳥町国際交流協会、郡上市役所の方々の素晴らしい
おもてなしで、楽しく和やかな情報交換をしました。
　翌日は郡上八幡城、手ぬぐいのスクリーン印刷体験、
郡上踊りのレクチャーなど丁寧にご案内いただき、学
ぶことも多く、感謝いっぱいで帰路につきました。

（担当田中）

会員研修（郡上市）
2017年2月26日（日）～27日（月）

　志摩市国際交流協会の清﨑会長が、この度フランス
南部のアンティーブ市に滞在しながら作品制作をする
「アーティスト　イン　レジデンス」の画家のひとりに
選ばれ、２か月間行かれることになりました。市役所
で出発式があり、志摩市長より激励を受けました。「両
市とのパイプを作りたい」との思いで、３月２日より
旅立たれました。

　３市（伊勢市、鳥羽市、志摩市）合同の日本語学習支
援ボランティア養成研修が３月11日、12日の２日間、
講師に船見和秀さん（国際交流センター・日本語教師
養成講座講師）を講師にお迎えし、磯部生涯学習セン
ターにて開催されました。11日は入門編で、日本語
学習を支援する意義や支援方法、教え方の基礎技術を
教えていただきました。また、12日はすでに指導者
として経験を積んでいる方向けに、会話能力を伸ばす
活動や日本語能力試験合格をめざした指導の方法など
教えていただきました。両日共にワークショップをと

り入れた楽しい研修
会で、参加した方々
も早速明日からの学
習に活かすことがで
きると好評でした。

（担当倉谷）

　事業への後援をすると共に、ブース展示「伊勢志摩
サミット　応援しました! !」で協力参加し、顔出しパネ
ルや伊勢志摩サミット時の写真パネルを展示しまし
た。参加者のスタンプラリーにも協力し、「Ｇ７国当て
クイズ」などで楽しんでもらいました。顔出しパネルは
好評でした。他地区の催し物に参加することで、今後
の当会の参考になる点も多く、有意義な参加でした。

（担当田中）

フランス出発式 日本語学習支援
　ボランティア養成研修2017年2月28日（火）／志摩市役所

2017年3月11日（土）～12日（日）
磯部生涯学習センター

第２回伊勢市国際交流協会
　　  フェスティバルに参加

2017年3月5日（日）／伊勢市ハートプラザみその
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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
会員の方は、事務局までお気軽にご連絡下さい。

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。

お近くの外国人の方にぜひご案内ください。ボラン
ティアスタッフも募集しています。
お気軽にお問い合わせ下さい。

学 習 日／ 毎月第１・第３金曜日
 19：00～ 20：30
 ※ただし、８月と９月は休講です。また変則的に
 　休みがあるため、開講日はお問い合わせ下さい。

場 　 所／ 鵜方公民館
受 講 費／ １回につき100円
学習方法／ テキスト「みんなの日本語」を用いなが

ら学習していきます。学習者のレベル
に応じて学習を進めていきます。基本
的に日本語で教え、マンツーマン学習
またはグループ学習で行います。

問合せ先／ 志摩市国際交流協会
 三重県志摩市阿児町鵜方2975-14 ㈱中央印刷内
 TEL＆FAX 0599-43-4101
 Mail：shima5931@gmail.com

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。

しま日本語教室
（生徒・スタッフ）

個人会員、賛助会員共、協会会報やチラシ、楽しい
イベントのお知らせ等を随時お届けいたします！

　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！

《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

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）

●募集
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◆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･･････ 一口 　2,000円
　・賛助会員･･････一口 10,000円
◆納入方法
1. 郵便局から振込
2. 総会時に納付
3. 事務局に直接持参
※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）

◆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
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こんにちは。今回の会報誌の内容は盛り沢山! このように私達の事業には老若男女そして国籍問わず
多くの方が参加し楽しい時間を過ごしています。更に次年度からスタートする「世界ワクワク教室」で
は好奇心旺盛な子供たちにターゲットをしぼり、国内外の沢山のワクワクを体感してもらいます♥
協会Facebookは随時情報を更新しているのでご覧ください! （更岡）

志摩市国際交流協会会報

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
●伊勢志摩リゾートマネジメント㈱

（旧 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㈲
●㈱ＩＣＭカンパニー
●㈲宇田ミート

（3月1日現在）

（順不同）

2016年度賛助会員のみなさま

■広報委員　更岡あずさ・田中真理・田中真喜・事務局

shima5931@gmail.com

Facebook随時更新
中!
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2017年度 総会・交流会
と　き／ 2017年5月21日（日）
 　11：00～　総会
 　12：10～　交流会
場　所／ ホテル志摩スペイン村

国際映画祭 「きみはいい子」
　～抱きしめられたい　子どもだって　おとなだって～

と　き／ 2017年5月14日（日）
 　開場12：30　開演13：00
場　所／ 阿児アリーナ　ベイホール

チケット／ 無料（4/24 ～整理券配布）
 おひとり様３枚まで
 人権市民協働課、各支所、阿児アリーナにて配布

お知らせ掲示板


