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清﨑　　博

2020 年度 7/2（本部役員会）・9/12（本部役員会）・11/16（理事会）・12/21( 理事会）

　　　　　    1/1（本部役員会）・1/25（本部役員会）・3/27（本部役員会）　

2021 年度　4/3　 本部役員会　書面総会・会報誌について協議

　　　　　　4/17　本部役員会　資料袋詰め

　　　　　　5/9    本部役員会　総会会員回答の集計結果について協議

　　　　　　5/16   本部役員会　総会要項会員へ発送

　　　　　　6/19　 本部役員会　会費徴収・会報誌について協議

　　　　　  ７/4    本部役員会　会報誌・会費収納状況について協議

2020〜2021年度のコロナ禍における本部役員会の活動経過報告

 　会員の皆さまにおかれましては、ますますご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

　さて私こと、本年度の役員改選により、前清﨑会長（５期 10 年）の後任として、会長に

就任させていただくこととなりました。

 　このような大役を仰せつかるには浅学菲才ではありますが、志摩市及び関係機関や

会員の皆様方のご支援を賜りながら、当協会発展のため邁進する所存でありますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

　昨年来からの新型コロナウィルス感染症拡大により、ほとんどの事業が中止せざるを

得ない状況となりました。

2021年 7月 15日
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志摩市国際交流協会会報志摩市国際交流協会会報

　　６月末には市内高齢者の新型コロナワクチンの接種も終えたところでありますが、７月の東京オリンピック

　・パラリンピック、９月の三重とこわか国体三重とこわか大会開催を控え、新年度の現在も大都市や県内にお

　いてもそれぞれの宣言等が継続され、各種事業の自粛が求められている現状にあります。

　　当協会事業は、基本理念に沿った「日本語教室」は感染対策に配慮しながら実施していきますが、今後の事業

　運営は社会的情勢を見極めながら、その都度ご案内させていただきますので、役員及び会員の皆様方には改めて

　ご理解ご協力をお願い申し上げ、就任のご挨拶と致します。   
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2021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×45 口=450,000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　　　 60,765 円

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

690,000

1,919,929

710,000

0

121,000

398,929

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

1,919,929

1,340,000

370,000

12,000

147,929

本年度予算額 備　　考

（単位：円）

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　33 号
9 月　会員日帰り研修旅行

 11月   ・第９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　
12月  日本語教室　クリスマス会

  1月　クッキングセミナー
 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　34 号

《その他》
　毎月1回　役員会開催（第３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

2021年度事業計画

志摩市のナー交流員のロゴマークが
外務大臣賞に選ばれました！
志摩市のナー交流員のロゴマークが
外務大臣賞に選ばれました！

　青いバックグラウンドにやし（パーム）の
木及び島で日本と太平洋島嶼国を繋ぐ太平洋を
表現し、日の丸と木を組み合わせて９回目の
９の文字を表しています。
　また、半円は志摩市のリアス海岸の形状を
表現しています。

　 4 月 13 日に、第 9 回太平洋・島サミットの
ロゴマークが発表されました。
　外務省が広く募集し、寄せられたロゴマークのなかから
最優秀デザインに選ばれたのは、志摩市で国際交流員（ＣＩＲ）
として勤務しているタイ出身のチャブカン・チッタラ
ポン交流員（ナー交流員）のデザインです！！　
　このロゴマークは今後、各国首脳が参加する
第 9 回太平洋・島サミットの公式シンボルとして
使用されます。

第3回クリーンアップ活動に参加第3回クリーンアップ活動に参加　
　去る6月1日（火）午前9 時30分より阿児町安乗「浦の浜」海岸で
第9回太平洋・島サミットの 開催に向けて、志摩市制作推進部SDGs
未来都市推進室主催の第3回クリーンアップ活動が行われました。
　志摩市各種団体・安乗地区 関係者・行政職員100名以上が集まり
                                海岸のごみ・流木・不燃物等を回収し清掃を行いました。
　　　　　　　　　　　太平洋・島サミット参加国共通課題であるプラスチックごみ
　　　　　　　　　　　問題への取り組みの一環の活動でもあります。
　　　　　　　　　　　　当日は夏日、コロナ禍であり密を避けマスクをつけ汗を流しながら
　　　　　　　　　　　午前中行いました。志摩市国際交流協会は小林会長・清﨑が参加しました。  　　　　　　　　　　
　

志摩市国際交流協会会報
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第９回太平洋・島サミット会議からつなぐ未来への国際交流第９回太平洋・島サミット会議からつなぐ未来への国際交流
　太平洋・島サミット会議は、日本を含む太平洋島しょ国１９ケ国が、直面する「国土が狭く、分散している」「国際市
場から遠い」「気候変動等の影響を受けやすい」等々の問題 について、首脳レベルで率直な意見交換を行い、地域の安定
と繁栄に貢献するとともに、日本と太平洋島しょ国のパートナーシップを強化することを目的として、１９９７年から
３年に１度、日本で開催されている首脳会議です。
　そして、第９回のこの会議は志摩市を会場として開催予定でしたが、
コロナ感染症により参加国首脳を市にお迎えすることなく、テレビ会議
方式で６月 29 日〜7 月 2 日に、菅義偉内閣総理大臣と各国首相のリモ
ート会談が行われ終了したそうです。
●「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた連携、●コロナ対策・
防災対策への支援、●北朝鮮への対応を含む地域の諸課題への意見交換、
●オリンピック・パラリンピックへの協力等々について、それぞれ有意
義な会談がなされたようです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ミクロネシア連邦

ニュージーランド 二ウエ バヌアツ共和国 パプアニューギニア独立国
サモア独立国 ソロモン諸島 ツバル トンガ王国

パラオ共和国 フィジー共和国 仏領ポリネシア

ナウル共和国

ニューカレドニア
日本

マーシャル諸島共和国

オーストリア連邦 キリバス共和国 クック諸島

資料提供 /志摩市・外務省ＨＰ

この会議に対する市の取り組みの中で、市内の小中高校生に、参加国・地域に宛てたメッセージカードを作成して
もらったそうです。子供たちは参加する国々の事を調べ、太平洋に浮かぶその国と生活する人々を思い描きメッセー
ジを書いたことでしょう。
　子供たちの心には、太平洋諸国との「つながり」が残り、次世代への国際交流の一歩となっていくことでしょう。
　次回、３年後の第１０回会議が、再び志摩市で開催されることを願いましょう！　（田中）

太平洋の島国と日本は同じ海に生きる大切なパートナーです。
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　 ●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。

　　
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

志摩市国際交流協会会報

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 広報 委員
村山千代治・城 山 康 成
田 中 眞 理・本 部 役 員   　

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
（振り込み手数料は当協会が負担いたします）
【振込口座】百五銀行　鵜方支店（普通）586747　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）

●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　2021 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

●㈱三十三銀行鵜方支店

●㈱百五銀行鵜方支店

●㈱賢島宝生苑

●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）

●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㈱

●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

●Dragon English School

●志摩市商工会

●㈱セレモ

●㈲花屋敷

●㈱ 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

●㈲アンドウセンイ

●㈲新田屋

●志摩市観光協会

7 月 15 日現在

（順不同）

本広報誌への記事を募集します
・自分の周りの身近な国際交流
・国際交流について考えること
・国際交流に関すること
事務局にメールでご連絡ください。
事務局メール：ｓｈｉｍａ５９３１＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ
（氏名、電話番号等連絡先を明記してください）

ご投稿のお願い！！

　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
                  ※コロナ感染症の状況により現在は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）

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

年会費


