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第13回、2017年度志摩市国際交流協会
の総会は５月21日ホテル志摩スペイン村で
開催いたしました。新年度の事業、予算を
決定し、新しい飛躍を期しました。
主たる本年度の活動の特徴は、グローバ

ルな広い世界へ踏み出す活動であります。
早速７月には台湾新城郷への訪問で、将来、
経済、教育の面で友好の道筋が生まれるこ
とが期待されます。また、南カリフォルニ
アとの友好、フランスのアンティーブ市と
の交流の浮上であります。アーティスト・イ
ン・レジデンスとして、まだまだ未知数であ
りますが文化芸術の面の友好が生まれるこ

とを期待します。
一方、内的な活動は「ふれあいフェスティ

バル」「日本語教室」「料理教室」「国際映画祭」
等をより一層充実し、新企画「世界わくわく
教室」も含めて自他共に認める交流を進めた
いと思います。
本年度は役員改選、退任４名の理事の長

年の活躍に敬意を表し、新メンバー３人を
補充してフレッシュな体制を整えました。
国際交流協会はサミット後も志摩の魅力を

国内外へ発信し、郷土を愛し、自己研鑽し、国
際感覚を身につけることを目指しています。
皆様方のご協力をお願いし、ご挨拶とします。

志摩市国際交流協会 会長
清 﨑  博

新年度に向けて

ご挨拶

2017年度志摩市国際交流協会総会が５月21日（日）ホテル志摩
スペイン村において開催されました。現在の会員数は一般会員
129名、賛助会員40名で、当日出席者57名、委任状出席者97名
と多くの会員様にご出席いただきました。
竹内千尋市長のご祝辞の後、議事の審議に入り全議案ご承認い

ただきました。また、今年度は役員改選があり、清﨑会長のもと
新しい役員が決まりましたので、引き続きよろしくお願いいたし
ます。
交流会では、清﨑博会長がフランス・アンティーブ市に２ヶ月間、

絵画アーティストとして滞在された体験談をうかがい、お年を感
じさせない行動力に感銘しました。
なお、開催会場がわかりにくくご迷惑をおかけしました会員様

にはお詫び申し上げます。　（田中眞）

2017年度 志摩市国際交流協会総会報告
事業計画

  5月 14日（日） 国際映画祭「きみはいい子」
  （阿児アリーナベイホール）
  5月 21日（日） 2017年度総会・交流会
  （志摩スペイン村）
  7月  広報誌発行25号
  7月 27日（木）～31日（月） 台湾花蓮県新城郷
  　　　　　訪問（志摩市主催同行）
  9月 10日（日） 会員親睦日帰り研修旅行
  （レゴランド）
11月 19日（日） 第6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（金） 日本語教室クリスマス会
  1月 21日（日） クッキングセミナー（大王公民館）
  2月 17日（土） カフェde国際交流
  2月  平成29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26号
【その他】
 毎月１回 役員会開催（第２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 世界ワクワク教室
  各委員会開催
  ホームステイ受入
  郡上市国際交流協会との交流

2017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
440,000
44,552

1,954,552

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

260,000
406,000

1,232,000
12,000
44,552

1,954,552

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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「きみはいい子」
今回の映画祭は「みえ国際ウィーク2017協賛事業」として、志摩市人権啓発
推進ネットワーク協議会様のご後援により開催致しました。
幼児虐待、学級崩壊、痴呆症の独居老人……どこにでもある町の、どこにで
もある人の物語。
重いテーマではありましたが、不器用な人間たちの集合体の中で誰かが一歩
踏み出し、ほんの少し関わるだけで救ったり、救われたりする可能性があると
いうこと。他人を抱きしめることで状況が一変することもある。単純なことで
すが意外とできてない現実。その重さと、一歩踏み出した後の希望のバランス
が良い映画でした。
今回も延べ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。皆
様のご協力ありがとうございました。（柴原）

2017年5月14日（日）　阿児アリーナ ベイホール
志摩市国際交流協会 国際映画祭

三重県国際交流財団が実施、主催は三重県、共催は志摩市、協力は
志摩市国際交流協会として、外国人住民防災セミナーが志摩市庁舎４
階会議室で開催されました。
対象者としまして、志摩市を中心に住む（働く）外国人住民、外国人
を雇用する企業担当者、日本語教室ボランティア、外国人住民支援に
関心のある地域住民で、当日は53名が参加されました。４つのチー
ム（中国語・タイ語・スペイン語・英語）に分かれ、通訳の方付きで研修
が行われました。
内容は、一部「志摩市の災害と防災」の講義と二部「避難所生活体験
ブース」で、体験ブースでは実際に体験段ボールでの仕切り作り・簡易
トイレ作り・非常食の準備などをチームに分かれて体験し、最後に全
員で非常食の試食をしました。
参加者は熱心に講義に耳を傾け、災害から身を守る方法を真剣に学
んでいただき、大変有意義なセミナーでした。
当協会は日本語教室の生徒・スタッフと協会役員５名が参加し、災
害時の自助共助・顔の見える関係作りを再確認しました。
（田中眞）

2017年７月5日（水）　志摩市役所４階会議室
外国人住民を主な対象とした防災セミナーに参加しました
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親睦日帰り研修旅行

志摩市国際交流協会会報

2017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（再任）

小林　　教郎（再任）

田中　　眞理（再任）

田中　　真喜（再任）

太田　　和正（再任）

理　事
理　事
理　事
理　事
理　事

岡宗　　尚代（再任）

濱岡　　宏俊（再任）

羽根　美紀子（再任）

柴原　マリ子（再任）

更岡　あずさ（再任）

氏　　名役　職

理　事
理　事
理　事
理　事
理　事

浜口　　浩明（再任）

上村　百合子（再任）

浜口　真理子（新任）

村山　千代治（新任）

桝屋　　志穂（新任）

監　事
監　事
顧　問

奥村　　政司（再任）

谷口　　茂晴（再任）

浜口　喜美生（再任）

と　き／ 9月10日（日）

行　先／ LEGOLAND Japan 名古屋
参加費／ 8,000円
 （３歳以上小学生まで 6,000円）
 ※入園パスポート代金を含む

「LEGOLAND Japan 名古屋」

【集まれ!  ちびっ子!  世界一周学校＆運動会】

レゴランド ジャパン

レゴランド ジャパン

申込み／ 8月25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（7：20）→大王公民館前バス停（7：30）→志摩市商工会館（7：50）
→磯部農就センター（8：00）→伊勢西ＩＣ→レゴランド（10：30～15：30）→帰路
→磯部農就センター（18：20）→志摩市商工会館（18：30）
→大王公民館前バス停（18：50）→志摩文化会館（19：00）

志摩文化会館（7：20）→大王公民館前バス停（7：30）→志摩市商工会館（7：50）
→磯部農就センター（8：00）→伊勢西ＩＣ→レゴランド（10：30～15：30）→帰路
→磯部農就センター（18：20）→志摩市商工会館（18：30）
→大王公民館前バス停（18：50）→志摩文化会館（19：00）

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
行を下記のとおり計画いたしました。
名古屋の新名所　レゴランド「LEGOLAND Japan 名古屋」
です。今春４月１日に開園したばかりですので、一度は行って
みてはいかがでしょうか。往復のバスの車内では楽しいおしゃ
べりとビンゴゲームもご用意しています。ぜひご参加下さい。

ご案内

今年度から始まった世界ワクワク教室。国内外のボランティアが幼稚園な
どに出向き、世界の音楽や歌遊び、言葉や習慣を紹介するなどの授業を開き、
子供達の目を輝かせるお手伝いをしています。興味のある方はご連絡下さい。
またボランティアティーチャーも募集中。面白い話や海外の体験談など

どんな分野でも良いのでお気軽にお問い合わせ下さい!

出張！ 世界ワクワク教室ご案内

と　き／11月19日（日）
　　　　10：00～15：00（予定）
場　所／志摩市商工会館
※内容の変更の可能性があります。

世界一周を旅したMaSaToがキャンピングカーでやってく
る!  世界の話を画像と共に楽しく紹介?!  日本を飛び出しちゃ
いたくなるかも?!  お話の後には日本や海外の遊びを織り交ぜ
た運動会を開催。飲食ブースやフリマも出店予定。友達や家族
みんなで楽しんじゃおう!
詳細は協会ＦＢで随時発信していくので乞うご期待♬

第６回みんなでふれ愛♥
しま国際交流フェスティバル開催ご案内

参加
無料
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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）

志摩市国際交流協会会報

志摩市国際交流協会 2017年度賛助会員のみなさま

Facebook 見てみてください!

伊勢市・鳥羽市・志摩市合同
日本語学習支援
　　  ボランティア養成研修

とき／2018年２月（予定）
場所／伊勢市内
※詳細はホームページでお知らせします。

しま日本語教室クリスマス会
とき／2017年12月8日（金）
場所・その他詳細／決定次第 ホームページ、
　　　　Facebookページにてお知らせします。

●（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
●㈱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㈱
●㈱上村工務店
●㈲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
●ユナイト三重㈱
●㈲宇田ミート
●三重リーフ㈲
●居酒屋 てっちゃん

（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（下記参照）

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（留守電になっております。メッセージ確認後お掛け直しいたします）
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／2018年2月17日（土）
場所・その他詳細／決定次第 ホームページ、
　　　　Facebookページにてお知らせします。

クッキングセミナー
とき／2018年1月21日（日）　場所／大王公民館
その他詳細／決定次第 はがき、ホームページ
　　　　　　　　　　　   にてお知らせします。

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
●問い合わせ先
志摩市国際交流協会事務局
（下記参照）

志摩市国際交流協会 検索

■広報委員 更岡あずさ・田中　眞理
 田中　真喜・浜口真理子
 村山千代治・事務局
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