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　９月10日、残暑の中にも風爽やかな晴天の日、会員と家族の32名で、
４月に新規オープンしたばかりの『レゴランド名古屋』に行ってきました。
　名古屋市金城ふ頭の駐車場から歩くこと10分。レゴブロックで作
られた大きなフィギアに迎えられ、園内はレゴの世界です。
　レゴブロックの製造過程の見学ができる「ファクトリー」、レゴブ
ロックで出来たミニチュアの東京・大阪・名古屋などの街を再現した
「ミニランド」、スリリングな体験のできる「アドベンチャー」など、時
間いっぱいまで楽しく過ごしました。
　道中のバス内では、恒例のビンゴゲームもお楽しみです。世界各国
のお菓子やレトルト食品がビンゴの景品とあって、大変な盛り上がり
でした。集合時間の遵守等、皆様のご協力ありがとうございました。
 （担当：岡宗）

会員研修旅行（レゴランド名古屋） 2017年９月10日（日）

園児のワクワクがとまらない！

　2017年１月からスタートした『世界ワクワク教室』では磯部
幼保園、国府幼稚園、そして大王幼保園の３園を回らせて頂き
ました。
　教室ではその季節や行事に合わせ内容が変わっていくのです
が、今年度は主にマジック、英語の音楽遊び、スリランカ人の
スジャーニさんによる踊りや文化紹介クイズ、また写真を見な
がらアメリカ在住時の紹介などを行いました。
　どの園児達も楽しく異文化について五感をフル活用し、学ん
でくれていると思います。私達の町にも来て欲しい!と思われ
た方は是非事務局までご連絡下さい。 （担当：更岡）

世界ワクワク教室 2017年10月17日（火）／磯部幼保園
2017年12月  ５日（火）／国府幼稚園
2018年  ２月  ９日（金）／大王幼保園

●事業をふり返って
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志摩市国際交流協会会報

　毎年恒例のクリスマス会を鵜方公民館で開催しました。今年
の参加者は11名のスタッフを含めて36名で、昨年以上に盛り
上がりました。
　生徒の皆さんとボランティアスタッフまた協会役員との親睦
を深めていただくために、おしゃべりしたりゲームをしたりな
ど楽しいひとときを過ごしました。 （担当：田中眞）

　平成29年11月19日（日）志摩市商工会館にてフェスティ
バルが開催され多くの参加者で賑わいました。
　今回は開催にあたり志摩市で活躍されている個人、そし
てまちづくり団体さんに企画からお手伝いしていただきま
した。
　午前の世界一周学校特別授業では、世界一周旅行を成し
遂げた中村雅人さんをお迎えし、世界中で撮った写真や映
像を観ながら面白い現象やハプニングなどを紹介していた
だきました。今更ながら「ほんと世界って広いな～」とつく
づく感じました。
　午後には世界の遊びを交えた運動会を開催。参加賞とし
て世界のお菓子などを沢山用意し、ママパパさん達にも好
評でした。でも子供達が１番興奮したのは最後のピニャー
タ割り。南米が発祥のゲームで、可愛い姿に化けた悪魔を
退治し、子供達の成長を願う（諸説あり）というものです。
　同時開催したフリーマッケットやゲームコーナー、体に
優しい地元野菜を使ったパン、そして世界でたこ焼きを販
売されてきたタコ焼き屋さんも出店していただき、皆さん
に大好評でした。
　これも多くの方々の協力で大成功となりました。ありが
とうございました!  （担当：更岡）

第６回みんなでふれ愛♥しま国際交流フェスティバル
『世界一周学校＆運動会』 2017年11月19日（日）／志摩市商工会館

日本語教室クリスマス会 2017年12月８日（金）／鵜方公民館
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志摩市国際交流協会会報

　一年で一番寒い時季のはずなのに、ぽかぽか陽気の
中での開催となりました。参加者の皆さんは手際よく、
慣れない香辛料が多いため、講師のスジャーニの指導
を一生懸命に聞こうとし、当初は緊張していたス
ジャーニも温かい雰囲気の中、楽しそうにお話をして
くださっていたようです。 （担当：羽根）

《本場の食べ方チャレンジ》
スリランカでは必ず指を使い食べるという事で

私達もチャレンジ!  出来上がった３品を全て一

皿に盛り付け、右手の指でご飯とかき混ぜ、そ

のまま口に入れて食べましたが……指に感じる

感触は何とも言えないものでしたよ（^^）ココ

ナッツの香りとスパイスカレーはやっぱり最高

に美味しかった! !  皆さんも是非この食べ方で食

べてみて下さい。

クッキングセミナー 2018年１月21日（日）／大王公民館

「スリランカの料理と文化を学ぼう！」
講　　師／ ペレラ、 ウェリサラゲ、 スジャーニ
 （志摩市内のホテルに勤務）

メニュー／ 水菜のサラダ、 鯖のコロッケ
 チキンカレー
参加者／ 35名

　災害時外国人サポーターとは、大規模災害が発生した際に被災
地等で外国人を支援するボランティアのことです。
　「災害時の外国人避難者対応を考える」をテーマに、言葉・文化
の違い・避難所のルール・地域住民との共生などの課題について
対応できる知識を、実践的に学ぶ研修会でした。
　実施訓練を通して、災害時の外国人支援のイメージを明確にす
ることにより、避難所運営における課題や日常の防災体制の課題
が出てきました。今後に活かしていきましょう! !
 （担当：田中眞）

災害時外国人サポーター養成研修 in志摩市 2018年１月27日（土）
志摩市役所

●主催：三重県
●共催：志摩市

●協力：志摩市国際交流協会
●実施：三重県国際交流財団
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志摩市国際交流協会会報

　30名の多くの方々に参加いただきました。インド
ネシア・ジャカルタ出身のメイスクさんを講師にお迎
えして、インドネシアの地理、伝統文化、ことばなど
様々なことについてレクチャーしていただきました。
メイスクさんのインドネシア人のお友達や親戚もたく
さん集まり、みんなで歌ってくださって、優しく温か
な、アットホームな空気に包まれました。
　メイスクさんの手作り、インドネシアのおやつ「ピ
サンゴレン（バナナの揚げ物）」「パルケデルカンタン
（コロッケ）」を「サリワンギ（お茶）」と共に味わいなが
ら、幸せな異国時間を楽しみました。（担当：田中喜）

カフェＤＥ国際交流
2018年２月17日（土）／志摩市商工会館

カフェde国際交流：インドネシア編
Café de international exchange

　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講座が２月17日、18日の２日間開
催されました。参加者30名のうち志摩市からは４名。

【17日】
「学習者の日本語
～学習者の話す日本語をどうやって支援すればよいのか～」
鈴鹿大学 国際人間科学部国際学科教授 舟橋　宏代先生

【18日】
「日本語の文法を見直してみませんか」

三重大学 地域人材教育開発機構准教授 松岡知津子先生

　支援者スタッフとして、学習している時の疑問点や
課題などを専門的な視点から分かり易く講義していた
だき、「なるほど！そうだったのか！」と充実した内
容でした。 （担当：田中眞）

日本語学習支援ボランティア
養成講座

2018年２月17日（土）～18日（日）
いせ市民活動センター

　郡上市国際交流推進協議会（郡上八幡国際友好協会・白鳥町国際交流協会）の役員・会員８名の皆さんが、２月
24日（土）～25日（日）の２日間「研修旅行in志摩市」として来訪されました。早朝バスで郡上市を出発して志摩市に
入り、天の岩戸・伊雑の宮・大王町の汗かき地蔵祭・伊勢志摩サミット記念館を見学され、あご湾遊覧を楽しんだ後、
磯部町の「旅館 橘」にチェックインされました。
　午後６時より、志摩市国際交流協会より清﨑会長、役員・会員11名、志摩市より担当職員３名が出席して、
合計22名で交流会を開催しました。夕食を共にしながら、交流と親睦を深めて情報交換をし、最後に両市の代表
的な「じゃこっぺ踊り」と「郡上おどり」の共演となり大いに盛り上がり、締めとなりました。次年度は郡上市で
会いましょう!
　翌25日（日）、郡上市の皆さんは志摩町の海女小屋「さとうみ庵」を見学、伊勢神宮参拝、おかげ横丁散策のあと、
松阪商人の館・旧長谷川邸を見学されてお帰りになりました。 （担当：太田）

郡上市国際交流推進協議会との交流会 2018年２月24日（土）
旅館 橘
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志摩市国際交流協会会報

　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４月曜日  19：30～21：00
場所／阿児アリーナ
※日時・場所共に変更になることもあります。

※今年度、教室とは別メニューで開催された関連事業
は、クリスマス会（２Ｐ）、日本語学習支援ボランティ
ア養成講座（４Ｐ）があります。御覧ください。

学 習 日／ 毎月第１・第３金曜日
 19：00～ 20：30
 ※月により、第２・第４金曜日に変更している
 　場合もあります。
 　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事務局
 ※６ページ参照

　しま日本語教室は、外国人の方の生活支援など必要
な日本語を楽しく学習してもらうために開講していま
す。現在講師ボランティアスタッフは16名、生徒さ
んは26名です。私たちと一緒に日本語を学習したい
方、日本語学習のお手伝いをしていただける方を募集
しています。

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
※６ページ参照



M
ak
e 
U
p

いつも会報誌を読んで頂き誠にありがとうございます!  今年度も沢山の事業を開催しましたが、
年度最後には郡上市国際交流推進協議会の皆様との交流で締めくくることが出来ました。国際交流を
通じ、まちづくりに取り組んでいくヒントをいただけたように感じました。これからも応援して下さる
皆様と一緒に楽しく事業を開催していきたいと思います! （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

●クインテッサホテル伊勢志摩

●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

●㈱上村工務店

●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

●ユナイト三重㈱

●三重リーフ㈲

●㈱ＩＣＭカンパニー

●㈲宇田ミート

●居酒屋てっちゃん

（3月1日現在）

（順不同）

2017年度賛助会員のみなさま

■広報委員　更岡あずさ・田中眞理・田中真喜・事務局

shima5931@gmail.com

Facebook随時更新
中!
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2018年度 総会・交流会
日　時／ 2018年５月20日（日）
 　11：00～　総会
 　12：10～　交流会
場　所／ 伊勢志摩リゾートマネジメント㈱
 NEMU RESORT（旧 合歓の郷）

お知らせ掲示板


