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第 8 回みんなでふれ愛 しま国際交流フェスティバル
＆国際映画祭 開催

2020 年 3月 31日

発行／志摩市国際交流協会

2019年11月 23日（土・祝）

2019 年 11 月 23 日、志摩市商工会館にて第 8 回・みんなで
ふれ愛♡しま国際交流フェスティバルを開催しました。
中学生の体験発表会と国際映画祭もありました。国際交流員
のベンさん・ナーさんの紹介コーナー、 × クイズ、ゲームコー
ナー、タイのリボンクラフト体験コーナー、マジックショー、
物販コーナーでは、てこね寿司、パン、唐揚げ、キッチンカー
によるクレープの販売など、来場者に喜んでいただけるイベン
トになりました。
（濱口 浩）

国際映画祭「飛べ ! ダコタ」

2019年11月 23日（土・祝）

映画好きの私は、志摩市国際交流協会が毎年開催して下さる映画を
楽しみにしています。
今年は、「飛べ ! ダコタ」だと知りました。
その映画に対する知識は、戦争物かな？程度でありました。
戦後半年足らずの頃に、敵国イギリスの飛行機ダコタが不時着してか
ら飛び立つまでの物語です。
戦争によって傷つけ合い憎しみあった人間達…だけど人間だから心
がある。その心が交錯する巾で描かれていくストーリー。
人間の良い面での本質が、私の心を温かくしてくれました。
観客が少なかったのが少し残念ではありましたが、来年も楽しみにし
ています。
（S 様）

上映前には、志摩市中学生海外派遣事業
において、8 月にハワイへ派遣された 6 名
の中学生による体験発表会が行われました。
（事務局）
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国際交流員（CIR）のご紹介・・・ナーさん
志摩市の豊かな自然が忘れられません
志摩市に来て、一番強く印象に残っているのは「豊かな自然」
です。
全面的に平地で、海がないタイのラチャブリ県から来た私
が、志摩市の美しい光景に感銘を受けました。インバウンド
対応などで何回も、クルーズに乗って英虞湾をめぐったり、
展望台を上ったりしています。晴れる空の下で広がる、美し
いリアス海岸の英虞湾を眺めるのは、飽きることがありませ
ん。安乗埼灯台と大王埼灯台の上から見られる太平洋の青色
にもいつも感激です。
また、伊勢志摩国立公園の豊かな森林に囲まれているから、
空気がきれいでどこに行っても緑の景色が見えて、心地良い
です。
また、日本料理が大好きな私にとって、志摩市の食材の新
鮮さと旬の美味しさにも感動を覚えます。世界的に有名な伊
勢エビと的矢湾のカキに、あのりふぐ、かつお、あこや貝の
貝柱、あおさなど、新鮮な食材を生かした料理がとてもおい
しいと思います。
豊富な海産物と美しい景色の志摩市で暮らしが送られて、
本当に幸せです。日本での素晴らしい思い出を次々に作って、
タイの帰国日まで重ねて大事にしていきます。
（ナー）

世界ワクワク教室

※次回はアメリカ人のベンさんの
ご紹介です。

2019 年 9月 6日（金）
・12月 9日（月）
・2020 年 2 月 14 日（金）

令和 2 年 2 月 14 日（金）午前 10 時から志摩市
立鵜方幼稚園において志摩市国際交流協会主催の
「世界ワクワク教室」が開催されました。
この事業は子ども達が外国語や遊びを通して世界
の文化を共有し、幼いながら世界の窓を広げようと
する目的で各園を訪問しています。
今回は志摩市役所で国際交流員として勤めている
アメリカのベンさん、タイのナーさんと遊ぼうとい
う計画でジャンボ絵本を英語で聞き、タイのダンス
を踊って、1 時間楽しみました。
マジック、フルート演奏もあり、園児は大喜びで、
園長先生から「来年も来てください」とお願いされ
ました。
（清﨑）
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ホームスティー
フランスから日本文化体験
ジュスラン岡本家族

2019年10月28日（月）~11月 4日（月）

志摩市国際交流協会は、日本文化の体験を通じて子どもたちの
国際理解を高めるため、昨年 10 月 28 日から 1 週間、フランスア
ンティーブ市在住のジュスラン岡本家族の志摩市訪問を受けいれ
ました。
小学生 9 歳レオナー君、7 歳ユリス君は鵜方小学校、13 歳マエ
リスさんは文岡中学校でそれぞれ体験学習しました。母ジュスラ
ンさんは安乗文楽小屋見学、伊勢神宮を参拝しました。
ホームステイ先は、磯部町的矢の一家の友人宅です。
休日はホストファミリーと伊勢忍者キングダム
（旧安土桃山文化村）
を訪れ、忍者ごっこに興じました。
マエリスさんの中学校の体験学習の感想は「文化祭を拝見し、
吹奏楽のレベルの高さに感心しました。規律正しいことに圧倒さ
れました。私は日本のアニメ大フアンです。もっともっと日本語
を勉強してフランスで日本文化を広めたいと思います。
皆さん、校長先生有り難うございました。」とお礼を述べました。
レオナー君、ユリス君は「勉強がよく分かり、直ぐ友達ができ
ました。絶対、もう一度鵜方小学校に来たい。
」と大喜びでした。
（清﨑）

しま日本語教室クリスマス会
12 月 6 日（金）午後７時から、阿児アリーナでしま日本語教室
クリスマス会を開催しました。
鵜方教室と旭電器教室から、生徒さんとその家族（中国、タイ、
ベトナム、パキスタン）23 名、役員･市役所・ボランティアスタッ
フ 15 名 合計 38 名が参加しました。
乾杯から始まり、それぞれの自己紹介や清崎会長のマジック
ショー、ギターの伴奏でクリスマスソングを歌ったり、みんなで
大きな輪になってプレゼントを回して交換したり、お楽しみのビ
ンゴゲームで大盛り上がり、特大のクリスマスケーキも美味しく
て、楽しいクリスマス会でした。
（濱口 浩）
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親睦日帰り研修旅行

2019 年 9 月 16 日（月・祝）

暑いけれど爽やかな 9 月の秋風の中、大阪池田市のカップヌードル
ミュージアムに会員 35 名で行ってきました。
NHK 朝ドラで有名になった、世界初の ｢チキンラーメン｣ の発明者､
安藤百福の記念館です。
全世界で年間 1000 億食も消費されているインスタントラーメン。
｢チキンラーメン｣ の誕生までの軌跡とその後の発展の歴史を、映像や
クイズで分かりやすく紹介しています。
白いカップに自分で絵を描いてデザインして、お好みのスープ具材
を入れた、世界で唯一の自分の「オリジナルカップヌードル｣作り。
実際に小麦粉をスープで練って製麺し、油で揚げて作る ｢手作りチ
キンラーメン｣の工房 など、楽しい体験でした。
往復のバス内でもビンゴゲームで大いに盛り上がり、お弁当も美味
しくて大満足な一日でした。
（岡宗）

クッキングセミナー

2020 年 1 月 13 日（月・祝）

志摩市国際交流員（ICR）とアメリカ料理を楽しもう !
《講師》リュウ・ベンジャミン さん
とても暖かい一日でした。
いつものように、会長の挨拶からみじん切りの音が聞こえている中
使い慣れない数種類のハーブやスープストックなど、講師のベン
ジャミンさんにたずねたり、話しかけたり、和気あいあいと教室も
暖かい雰囲気の中終えることができたように思います。
（羽根）
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メニュー
★チキンヌードルスープ
★ワカモレ
★チョコレートムース
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令和元年度 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講座

2020 年 2 月 9 日（日）

今年度は志摩市が担当で、2020 年 2 月 9 日（日）
午前 10 時〜午後 3 時 志摩市磯部生涯学習センターにて開催
しました。
参加者は伊勢市 9名・鳥羽市 3名・志摩市 11名の 23 名でした。
講師に、鈴鹿大学 国際人間科学部国際学科 教授 舟橋宏代
先生をお招きし、「地域の外国人に日本語学習のサポートをす
るために」を中心に、日本語学習を支援するとは、日本語能
力試験対策、漢字についてなど、支援者スタッフとしての疑
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
だき充実した内容でした。
（田中）

しま日本語教室 生徒さん・スタッフ募集
しま日本語教室は、外国人の方の生活支援や、日本語検定などに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。日本語を学習したい方、日本語学習のサポートしていただける
ボランティアの方を募集しています。

《 学 習 日 》 毎月第１・第３金曜日

１９：００〜２０：３０

※変則的に休みがあるため、お問合せください

《場

所 》 鵜方公民館

志摩市阿児町鵜方 1975 番地

《学習方法》 テキストを用いながら、学習者のレベルに応じて学習を進めます。
基本的には日本語で、
マンツーマンまたはグループ学習で行います。
《 受 講 費 》１回につき１００円（生徒さん）
〇問い合わせ先

志摩市国際交流協会事務局（次項参照）
志摩市役所 人権市民協働課 TEL0599-44-0227
※折り返し、日本語教室担当者からご連絡させていただきます。

志摩市国際交流協会の継続・新規入会をよろしくお願いします!!
□会員募集□
年会費
●個人会費………1 口 2,000 円
●賛助会員………1 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又は総会の時にご持参ください。
《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（次項参照）
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志摩市国際交流協会 令和 2 年度総会
●日時／

会の
せ
ら
お

2020 年 5 月 17 日（日）

・総会 11時～ ・交流会 12 時～

《場所》Hotel&Resorts ISE-SHIMA
（旧 伊勢志摩ロイヤルホテル）

2020 年第 9 回みんなでふれ愛 しま国際交流フェスティバル＆
三重とこわか国体・三重とこわか大会 志摩市開催記念事業のお知らせ !!
2021 年に開催される三重県とこわか国体のプレ事業として第９回みんなでふれ愛♥しま国際交流フェス
ティバルと三重とこわか国体・三重とこわか大会志摩市開催記念事業がコラボします。

日 時 2020年 11月 22日
（日）10:00〜15:00
イベント
内容
（予定）

場 所 阿児アリーナ

①国際映画祭
②ダンスフェスティバル
③三重とこわか国体志摩市開催競技模擬体験
④とこまる缶バッヂ製作体験
⑤マジック 等々

主 催：志摩市国際交流協会

協 力：三重とこわか国体・三重とこわか大会志摩市実行委員会

志摩市国際交流協会

2019 年度賛助会員のみなさま

●（医）
豊和会

●（有）活料理旅館

●おかむね医院

3 月 31 日現在

●磯部建設工業㈱

●㈱セレモ

●（有）いかだ荘 山上

●㈱上村工務店

●㈲花屋敷

●谷崎歯科医院

●伊勢志摩エバーグレイズ

●㈲宮柴水工

●サンクラフト

●山本歯科医院

●旭電器工業（株）

●華洋開発㈱

●㈱ ICM カンパニー

●タニグチ歯科医院

●三重リーフ（有）

●㈱伊勢志摩地建

●ユナイト三重㈱

●和穂歯科医院

●近鉄レジャーサービス㈱志摩スペイン村 ●片田定置㈱

●㈲宇田ミート

●大岩矯正歯科

●ホンダカーズ伊勢志摩

●㈱志摩商会

●居酒屋てっちゃん

●㈱第三銀行鵜方支店

●近畿トラベル㈱

●㈲山本峯行商店

●サンデー情報社

●㈱百五銀行鵜方支店

●㈱グローツアーオペレーション ●マルカ運輸（株）

●㈱賢島宝生苑

●丸文工業㈱

●志摩ガス協業組合

●Hotel&Resorts ISE-SHIMA

●南部急送㈲

●志摩環境事業協業組合

●クインテッサホテル伊勢志摩

●㈱山本建材

●志摩市商工会

●伊勢志摩リゾートマネジメント㈱

●前橋設備工業㈱

●Dragon English School

橘

志摩市国際交流協会事務局
志摩市阿児町神明 1253-11 ㈱セレモ内 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）

又は、志摩市役所人権協働課

TEL0599-44-0227

（折り返し担当者からご連絡させていただきます）
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《広報委員》 浜口真理子

城山康成
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村山千代治

太田和正

（順不同）

