
志摩市国際交流協会会長
清 﨑 　 博

2020年度に向けて2020年度に向けて

1

3/ 5 　本部役員会　書面総会・会報誌・規約改正・会費徴収関係について協議（清崎アトリエにて）

4/ 2　 本部役員会　書面総会・会報誌・規約改正・会費徴収関係について協議（清崎アトリエにて）

4/11　本部役員会　書面総会・会報誌・規約改正・会費徴収関係について協議（清崎アトリエにて）

4/17  理事全員　総会議案について了承可決（オンラインにて）

4/20   本部役員会　総会要項会員へ発送及び会報誌について協議（清崎アトリエにて）

5/ 6　 本部役員会　総会会員回答の集計について〔書面決議は可決決定〕（清崎アトリエにて）

6/ 4    本部役員会　会費徴収・会報誌について協議（清崎アトリエにて）

6/29  理事会開催（阿児アリーナにて）

2020 年度の志摩市国際交流協会のコロナ禍における活動経過報告…

　本年度志摩市国際交流協会は新型コロナウイルス感染予防のため、書面決議

により総会を行ってスタートを切りました。お陰様で会員皆様のご理解ご協力

により議案決議は賛成多数で可決決定となりました。

　本年度の役員の任期は２年間の２年目です。昨年度に引き続きその任に当た

らせていただきます。更なる会員皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

　世の中は少しずつ日常生活を取り戻しつつありますが、まだまだ予断を許さな

い情勢であり警戒が必要であります。国際交流事業も例年のように推進も難しい

状況です。

　「みんなでふれ愛
♥

しま国際交流フェスティバル」を始めとする本年の事業は

６月の理事会で殆ど中止と決定しました。

　私たち国際交流会会員は、日本の安全安心を心配しながらも世界から目を離

すことは出来ません。現時点では、新型コロナの感染は世界中に広がり感染者は

1,000 万人、亡くなった人は５０万人超えであります。

　私たちはこの未曽有の経験を通して何を学ぶか考えて、前例にとらわれること

なく、新しい生活様式を模索して、積極的に自粛生活を工夫していく必要がある

と考えます。

　一方、志摩市在住の外国人はどのような心境でどう生活されているだろうか

心配であります。日本語教室生のベトナム人女性は「志摩は安全です。元気です。」

と笑顔で応えてくれました。

　“人が集まって文化が生まれる”と言うが如く自粛で生まれた生活様式を基盤

にして、再び世界の顔と顔の出会いを期待しながら活動を続けたいと思います。

　これは国際交流の本命であります。
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親睦日帰り研修旅行中止のご案内
　　
親睦日帰り研修旅行中止のご案内
　　

2020年度収支予算書
歳入の部

科　目

1. 会    費 正会員 2,000円 ×120 人 =240,000円
賛助会員10,000円×47 口=470,000円
志摩市　　　　　　　　 700,000 円

事業参加負担金、貯金利息、物販 等

前年度繰越金

志摩市社会福祉協議会　　 10,000 円

歳入合計

2. 補助金

3. 受託金

4. 雑収入

5. 繰越金

710,000

1,898,164

710,000

0

140,000

338,164

本年度予算額 備　　考

（単位：円）

歳出の部

科　目

1. 会議費 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

歳出合計

2. 事務費

3. 事業費

4. 負担金

5. 予備費

50,000

1,898,164

1,220,000

460,000

12,000

156,164

本年度予算額 備　　考

（単位：円）

　新型コロナウイルス感染予防のための自粛生活
が続く中、会員の皆様におかれましてはいかがお
過ごしでしょうか。

　　さて、今年も会員の皆様の研修と親睦のための
　日帰り旅行を…、というところですが、新型コロ
　ナウイルス感染拡大予防の観点から、参加者の健
　康安全面を考慮し今年のバス旅行は、残念ながら
　中止することとなりました。
　　参加を楽しみにされている会員の皆様には大変
　申し訳ありません。
　　　

5月　 総会（新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止）
　　　　　……書面決議
6月  伊勢えび祭り・じゃこっぺ踊り（中止）
7 月  中旬　会報誌発行　31 号
9 月　会員日帰り研修旅行（中止）

 11月22日（日 /祝）
　　　・第９回みんなでふれ愛

♥

　　　　 しま国際交流フェスティバル（中止）…阿児アリーナ
　　　・国際映画祭（中止）…阿児アリーナ　
12月  日本語教室　クリスマス会

  1月　クッキングセミナー：阿児アリーナ教室
 2月　三市合同日本語学習支援ボランティア養成研修
3月  中旬　会報誌発行　32 号

《その他》
　毎月1回　役員会開催（第 4月曜日/予定）
   月各2回　しま日本語教室（鵜方公民館・旭電器教室）
   臨　　時  ・各委員会開催
    　　　　・国際交流員による協力事業
                 ・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）
                      との交流

しま国際交流フェスティバル
　と 映画祭中止のご案内
　　

しま国際交流フェスティバル
　と 映画祭中止のご案内
　　

クッキングセミナーのご案内
　　
クッキングセミナーのご案内
　　

いつも和気あいあいと楽しんでいただいている
クッキングセミナーは今年度も2021年1月の
　　　　　　　

　2020年11月22日開催を予定しておりました
「第9回みんなでふれ愛

❤

しま国際交流フェスティバル」
と「国際映画際」は、新型コロナウイルス感染拡大
予防のため中止を決定いたしました。
　本年度は「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」とのコラボということで、
様々な催しを予定しておりましたので、
非常に残念では有りますが
開催準備等に長期の時間を
要するため、早期の判断に
至りました。来年度に向けて
気持ちを切り替え頑張って
いきましょう。

　

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

来年はがん
ばりましょ

う今年はステ
イホーム

来年度は、

参加者の健康安全を第一に

した研修親睦の機会を企画

いたしますので、どうぞ

ご期待ください。　

開催で予定しておりますが、新型コロナ
ウイルス感染拡大予防の影響で中止せざ
る得なくなることも視野に入れながら、
準備を進めていきたいと思います。

2020年度事業計画
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海外情報海外情報

　私はオーストラリアのシドニー在住の大学２年生です。祖母
が志摩市国際交流協会の会員で、以前クッキングセミナー、世
界わくわく教室などのイベントに参加させて頂きました。
　現在、オーストラリアでは一日のコロナウイルス感染者の増
加は０、または一桁台に収まっています。以前に比べて格段と
感染者は減り、元の生活に戻る準備期間のような状況です。
　感染者の増加が急激に加速していた約一ヵ月では、ほぼ強制
的な自粛でした。他人の家での集まりや、飲食店ではテイクア
ウトのみの営業という制限は罰金も伴いました。自宅での仕事
やオンライン授業などに切り替わり、外出を極力控えた生活で
した。しかし現在では、ソーシャルディスタンスをできるだけ
保ったうえでの不要不急以外の外出が認められるようになりま
した。外食、買い物など、少しずつ以前の生活とほぼ変わりな
い日常に戻りつつあります。
　大学に関しては、引き続きオンライン授業の予定だと大学か
らの報告が先日ありました。私の通っているシドニー大学では
来学期は様子を見ながら対面授業に切り替えるとのことで、三
週間ほど遅れて授業が再開します。
　今回のコロナウイルス対策に関して、日本とオーストラリア
で違いはあったものの不要不急の外出の自粛、ソーシャルディ
スタンスなどといった基本的な国からの指示はあまり違いがな
いように感じました。多くの人が指示に従って自粛生活を過ご
　した結果、比較的早く回復に繋がったと思います。

国際交流員（CIR）のご紹介・・・ベンさん
　
国際交流員（CIR）のご紹介・・・ベンさん
　
～新鮮味にあふれていて充実の1年間でした！～
　
～新鮮味にあふれていて充実の1年間でした！～
　

　日本に来てからもう1年半になりました。
最初に感じたのは、平和で清潔な国ということです。
とくに私が住んでる「志摩」はそう感じました。
　志摩市は三重県の南にあり、山と海に囲まれた景色
がとてもきれいなところで、春には桜が見られ6月に
はお祭りが行われるので、毎年観光客がたくさんやっ
て来ます。
　日本の生活はベトナムより便利です。公共の交通な
どは、皆さんがちゃんと規則を守っているから事故が
あまり起こりません。町にはゴミが無い。
　一番印象的なのは、志摩の人です。日本へ来たばかり
のときに、知らないことがあって困まっていると、社
長や同僚が色々教えてくれました。おかげでどんどん
慣れてきました。皆んなとても優しくて親切です。時々
高齢者がボランティアとして、道を渡る子どもの安全を
守っています。
　それから仕事については、私が日本語があまり分か
らずやれないでいると、社長と仲間が少しずつ教えて
くれますし、ミスが出ても怒らずじっくり教えてくれ
ます。仕事の前にはみんなで相談したり、メモしたりしま
す。そして仕事が終わると、道具をきちんと片づけて
報告書を書きます。
　志摩の景色・人・仕事がとても好きです。長い期間
大変な状況だけど皆さんに心から感謝を申し上げます。

NGUTEN QUANG HUY
（グエン　クアン　フィ）さん

●オーストラリアから ●ベトナムから日本に来て

堀本和音さん

　志摩市に来てからあと１か月で１年間が経ちますね！
　この1年間の志摩での生活は、新鮮味にあふれていて充実の1年間でした！
　僕は旅行で日本の都会と田舎、両方に行ったのですが、志摩に来るまでは田舎に住んだことが
なかったです。しかも、国際交流員（CIR）としての仕事は初就職なので、志摩での日々は経験
を積み重ねていて毎日大事に生きています。
　自然に恵まれ、海と山に囲まれている志摩は出身の南カリフォルニアに似たところが多く、
当初から不思議と身近に感じています。また、トラフグ種苗放流や備長炭窯出しの見学のような
今までCIRとして経験してきたこと、そして、来年の太平洋・島サミットや、今年は中止になっ
た伊勢えび祭りのようなこれから経験することは、全て貴重な志摩ならではの思い出になると思います。
　そして何よりも、志摩市の職員や市民との「交流」で、自分の新たな一面を何回も発見できた
ことに感謝しており、志摩をもう一つのふるさとだと思うようになりました。
　これからもどうぞよろしくお願いします！

リュウ・ベンジャミンさん



志摩市国際交流協会事務局

4

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）
ＵＲＬ　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｈｉｍａ-ｋｏｋｕｓａｉ．ｃｏｍ 　   ｓｈｉｍａ５９３１＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

広報委員
浜口真理子・城山康成・ 村山千代治
太田和正・本部役員  　

年会費　個人会員………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振込みでお願いします
　　　　  【振込口座】百五銀行　和具支店（普通）241219　志摩市国際交流協会   
            ●申込先　志摩市国際交流協会事務局 （下記参照）

2020年度志摩市国際交流協会役員名簿

会　長 清﨑　　博

副会長 小林　教郎

副会長 田中　眞理

事務局長 城山　康成

会　計 太田　和正

役  職 役  職 役  職 役  職氏     名 氏     名 氏     名 氏     名
理　事　 岡宗　尚代

理　事 濱岡　宏俊

理　事 羽根美紀子

理　事 柴原マリ子

理　事 浜口　浩明

理　事 村山千代治

理　事 濱口真理子

理　事 西尾　　亮

理　事 松石　弘司

理　事

理　事

奥村　宏美

谷水　享子

監　事

監　事 奥村　政司

谷口　茂晴

　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。

　 〇お問い合わせ先　志摩市国際交流協会事務局

                            　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。

《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）

　　
しま日本語教室  生徒さん・スタッフ募集
　　
しま日本語教室  生徒さん・スタッフ募集

●会 員 募 集 ● 志摩市国際交流協会にご入会ください !!

志摩市国際交流協会会報

志摩市国際交流協会　2020 年度賛助会員のみなさま

●（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
●Hotel&Resorts ISE-SHIMA
●クインテッサホテル伊勢志摩
●伊勢志摩リゾートマネジメント㈱

●（有）活料理旅館　橘
●（有）いかだ荘 山上
●伊勢志摩エバーグレイズ
●旭電器工業（株）
●三重リーフ（有）
●近鉄レジャーサービス㈱志摩スペイン村
●ホンダカーズ伊勢志摩
●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
●マルカ運輸（株）
●志摩ガス協業組合
●志摩環境事業協業組合
●志摩市商工会
●Dragon English School

●㈱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
●居酒屋てっちゃん
●サンデー情報社

7 月 15 日現在

（順不同）


