
志摩市国際交流協会会報
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2007年度､志摩市国際交流協会総会が阿児町阿児アリーナで開催さ

れました｡総会においては2006年度の事業報告と決算報告が承認さ

れ､今年度の事業計画と予算案についても慎重審議されたのち承認さ

れました｡また､本年度は役員改選があり新しいメンバーでこれから

2年間努めます｡

総会後､同会場にて手作りの会

員交流懇親会を催し､ゲストに中

国語教室講師の鄭先生ご夫妻､志

摩市内ALTの方､在住外国人の方を招き､会員親睦のひとときを過

ごしていただきました｡

本年度もみなさまのさらなる御協力をいただきますようお願いいた

します｡

事業計画

瓶交流事業

⑱ダリキングセミナー

の音楽コンサート

⑱南カリフォルニア交流の旅

の国際交流に関する研修会

の国際支援活動の紹介

の会員相互の交流会

鵡広報事業
の会報の発行

のホームページの大幅更新

螺その他
㊥中国語講座開催

の志摩市在住外国人支援

㊥研修会､交流会

⑱ホームステイ事業

㊥近隣国際交流協会との交流

会　　長

副会長

副会長

副会長

副会長
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収入の部(単位:円) 

科目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�内訳 

1.会費 涛��ﾃ����正会員2,000円×250人-500,000 
賛助会員10,000円×40口-400,000 

2.補助金 涛��ﾃ����志摩市補助金900,000 

3.雑収入 �3�Bﾃ涛2�事業参加負担金＼貯金利息.寄付金等 

4繰越金 鼎SRﾃ��r�前年度繰越金 

合計 �"ﾃSc�ﾃ���� 

の吾悼位:H) 

科目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�内訳 

1会議費 �3��ﾃ����総会.役員会.委員会等会議運営費 

2.事務費 �3��ﾃ����事務用品等＼切手.はがき代等 

3.事業費 ��ﾃsS�ﾃ����広報､料理講座､ホームステイ＼文化交流 研修費 

4.色担金 ��"ﾃ����三重県国際交流財団 

5交流事業準備積立金 涛�ﾃ���� 

6予備費 �#づ���� 

合計2,560,000 � 

浜口　喜美生

清　崎　　博

菊地　　兵治

柴原　　藤光

田中　　真理

会　　計

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

濱岡　　宏俊

太田　　和正

広野　　政代

山崎　　一側

井上　　雅平

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

竹　内　　仲

小森　　芳久

大　形　　修

栗原　　達也

坂口　いづみ

理　　事

事務局長

監　　事

監　　事

岡宗　　尚代

平　賀　　茂

奥村　　政司

竹　内　　寛



会員を対象にした｢会員交流の旅｣を企画実施しました｡

2007年6月21日(木) ～27日(水)､会員16名(内1名添乗員兼)が参加し､アメリカのロサン

ゼルス･ラスベガス･ギヤ二オン巡りと南カリフォルニアの雄大な風景に感激してきました｡

また､昨年より交流を深めておりました南加三重県人会の皆様との交流会も行い､参加していただ

いた皆様Iこは､普通の旅行では体験できない意義のある旅であったと好評を得ました｡

臆交流の旅あしあと

6/21(木)

志摩市-中部国際空港

(セントレア)

ロサンゼルス(油)

*心うきうき出発

*到着後､南加三重県人会

慰霊碑参拝

市内観光
*夕食

南加三重県人会との交換会

6/2(令)

ロス-ラスベガス(空路)

-ルート66経由

-グランドキャニオンへ

グランドキャニオン(油)

*ラスベガスから

専用バスでひた走る

*車窓からはアメリカの

見所満点

*夕食後グランドキャニオン

lこ沈む夕陽を観賞する

6/Zi(土)

モニュメントバレー

デザートビューポイント

ペイジ(泊)

*数々の映画のロケ地

となっているモニュ

メントバレーを遊覧

バスでクルーズ

*インディアン･ナ

バホ族が今も荒涼

とした大地に生活

している｡
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6/24(Ej)

プライスギヤ二オン

インスピレーションポ

イント他

ラスベガス(泊)

*専用バスで移動

めぐりも3日自

力の成り立ちに

ささを感じる

*夕食はポテル

日本食レスト

ラン

*夜

ラスベガスシ

ョー観賞
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6/26(A) ロサンゼルス出発 朝*��夷8ｴ�ц-h�Jﾒ�
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6/27(水) 中部国際空港(セントレア) 到着 志摩市 

臆参加者の感想と今後の参考アンケートから

･･･,,今回の旅行に関しての感想,第,,I",I,A,

の15名は少しもったいない｡ 20名前後がよいのでは?お世話下さいました役員の方ご苦労様でした｡ありがとう｡

㊨楽しくロスアンゼルスの県人会の人達と交流できてよかったです｡

鱒旅行代金が高い｡ホテルはAorBグレードなのに10万円高い｡ (県人会の交流があるためお金では買えない

価値があると思い参加した｡ )

命参加者全員人柄も良く楽しい旅行ができました｡片田とアメリカのつながりを今後も大切にし､カリフォルニ

ア州三重県人会と交流を持っていきたい｡

禽行程といい､日数といい非常によかったと思います｡一寸疲れたけど日

禽皆様と仲良くさせていただきありがとうございました｡今後ともよろしくお願い致します｡とても楽しく旅さ

せていただきました｡反省会をして欲しい｡

禽初めてのアメリカ旅行で　楽しい旅ができ　良い思い出がたくさん出来有り難うございました｡

㊥雄大なる大地､道路は地平線の彼方まで｡実際に現場に行って見なければ　いくら日本で土産話をしても理解

に苦しむ｡生きていくということは､良き思い出を作ることにある｡アメリカ大変良かった｡

㊨楽しい思い出が沢山できました｡フリーの時間､言葉のできる人がいればもっと楽しかったと思いました｡役

員の方々大変お世話になり有り難うございました｡

㊥皆さんの中には始めての方もおられると思います｡ 5-6名の斑を作り班長に責任を持って貰うようにしては!!

集合場所､時間等厳守しなければならない事はメモに書いて渡すとか､もっと工夫があっても良いのでは日

の少々の小事件もあったが､参加している皆さんのお人柄で和書相合の旅行となり楽しかった｡交流協会らしい

行事も取り入れ変化のある旅行でよかったと思う｡
'開催日について

のよかった-ll

命だいたいよかった-0

㊥その他･磯部の行事と重なっており行きたくても行けない会員がいて残念です｡

･役員会ででも調整して欲しかった｡

(,‡日数について,in',,rr

㊥よかった-10

のだいたいよかった-2

命その他　･もう1日くらい短くてもよかった･･･｡

鱗今後､会員旅行で行ってみたいところについて､具体的に国名を御記入ください｡

㊥複数回答･中国一4　･イタリア･マルタ･スペイン-3　･ロシア･カナダ･イギリス

･プレトリアと南アフリカ(10月初旬･フランス　･インド　･オーストラリア-3

･ドバイ･現段階では特になし｡どこでも興味ありです｡ ･特にないですがまた参加したいです｡
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このプログラムは､三重県出身の高山成姓氏が三重県とアメリカ･南加三重県人会の子供達育成の

ために出資して<ださり始まったホームステイ事業であることは皆さんご存じのことと思います｡昨

年は南加三重県人会から受け入れて､本年度は志摩市から生徒さん達がアメリカIこ行かれました｡

参加応募者を募り､ 2名の生徒さんが選出され､希望と夢一杯で旅立ちアメリカを満喫して来られ

たようです｡

感　　想

浜島中学三年　中村　荊奈

十日間という滞在期間､

行く前は｢ちょっと長い

よなあ｡大丈夫かな?少

し怖いなあ｡｣と､初め

ての海外､アメリカそし

て飛行機ということも

あってか少し不安もあり

ました｡しかしいざあちらにつくと不安も何処かへ飛

んでいき､この短い期間を精一杯楽しんでやろうとい

う気持ちになりました｡

到着してまず驚いたのは､三重県人会の方々の熱烈

な歓迎でした｡滞在中､毎日予定があったのですかそ

んな中でもステイ先の方達はみんな元気でそのパワー

に驚きました｡また､みんな積極的で意見がはっきり

している所もすごいと感じました｡私は物事を始める

とき｢どうしよう｡やめようかなあ｡｣と踏みとど

まったり｢どっちでもいいよ｡｣となかなか決められ

ないことが多いので､そういう所は見習わなiナればい

iナないと思いました｡

又､物の大きさにも驚きました｡土地や道路､食べ

物など､全て日本の物よりも大きいのです｡特に食べ

物の量にはびっくりしました｡日本にいる感覚で注文

したらとんでもないことになってしまいました｡

アメリカと日本の違いは沢山あったけれど､人の

｢あたたかさ｣は､変わらないものだなあと感じまし

た｡今度はもっとコミュニケーションがとれるように

英語を勉強してまた南カリフォルニアに行きたいなあ

と思いました｡

そして最後に｢高山Youth Exchange Program｣とい

う素晴らしいプログラムに参加できたことを感謝し､

そして誇りに思っています｡本当にありがとうござい

ました｡

ホームステイを終えて

片田中学三年　平賀　智大

記念すべき第一回｢高

山Youth Exchange Program｣

に参加でき楽しい思い出

ができました｡行く先々

での新しい発見がありま

した｡もちろん最初､決

定の電話があってからは

不安と緊張で一杯でした｡英語が通じなかったらどう

しよう｡上手くコミュニケーションは取れるだろうか｡

とてもドキドキしていました｡けれどもホストファミ

リーに会ったら､とても優しく向こうから話しかけて

くれたり､とても仲良く楽しく毎日を過ごすことがで

きました｡

アメリカに行って驚いたことがたくさんあります｡

まず､食事です｡食事をする前にお祈りをすることで

す｡そして､料理の量が半端ではないことです｡僕は

最初のころはサラダだiナであ腹一杯になりました｡そ

れくらいとても食事の量が多かったのです｡

それから､僕はアメリカの家は中も全部土足で生活

していると思っていたけれど､ホームステイした家で

は､じゅうたんの上はくつを脱がなiナればいけないの

でみんな家に入る時は､くつを脱いでいたことが意外

でした｡

それから､僕達が行った所はアメリカの南部の方な

ので暑いのかなと思ったら､夜はものすごく冷えて特

にビーチの近くは日本の冬のように寒く､上着や毛布

が必要(こなってくることにも驚きました｡

他にも､思ったより朝､起きる時間が遅かったり､

メジャーの応援は日本よりもうるさかったり､僕はア

メリカに行って驚いてばかりで､とても勉強になりま

した｡

最後に､今回､僕達にアメリカの文化などを学ぶた

めの機会を作ってくださった高山さんにありがとうと

感謝の気持ちでいっぱいです｡

今回のことをきっかiナに､アメリカと日本の新しい

袈け橋irたエ17いきたい十無います(



南カリフォルニア派遣を終えて

2007年8月3日より14

日まで､派遣生と共に南カ

リフォルニアを訪問､グ

レース前田会長のお宅に

ホームステイ､アメリカと

日本について考える貴重な

機会をいただきました｡期

間中､南加三重県人会と南加和歌山県人会のピクニッ

クに参加し､会員の高齢化という現実を知りました｡

1世2世の時代､県人会の存在は非常に重要であった

わiナですが､現在は､ 4世5世の時代､自身のルーツ

として日本を認識していても､皆アメリカ人として地

域社会で生活を営んでいるのです｡今後､この時代の

変化に上手く対応し県人会を存続してゆ<には､どこ

かで大きな方向転換が必要なのではと感じました｡ま

た一方､ ｢日本は安全で衛生的で素晴らしい国だ｣と評

価してくれますが｢住んでみたいか｣というと､それ

は旅行で訪れるのに良いという事で､住もうとは思わ

ないというかたがほとんどです｡日本人がアメリカを

訪れると､物価も安く､自由で､魅力的で､できれば

住んでみたいと思うのではないでしょうか｡では､な

随行員　中田　ゆかり

ぜ日本は､ ｢住んでみたい｣と思われないのでしょうか｡

さほど沢山の国を旅した訳ではありませんが､海外に

行くと必ず｢日本は特殊な国だ｣と感じます｡お国柄

とは違う｢な(こか｣を感覚的に感じます｡独立した島

国であるため､世界中で希にみる歴史をたどり､独自

の価値観､人間性を生み出したのではないか､という

のが私の考えですが､どのような人間性かということ

については､また後日お話しすることにします｡日本

と外国の違いを肌で感じるという意味で､今回のよう

に若い世代を海外に送り出すことは非常に大切なこと

だと思います｡また､私たちの住む志摩市には､今後､

他国の人が｢住んでみたい｣と思う地域づくりを目指

してほしいと思います｡

訪問前､私は､このような日本人社会がアメリカに

存在することすら知りませんでした｡随行員という役

目以上に有意義なアメリカ訪問でした｡

今回のプログラムにご尽力いただいた南加三重県人

会会員の皆さま､高山成雄様Iこ心より感謝申し上げま

す｡

そして今､派遣生が､素晴らしい経験と想い出を胸

に無事に帰国し､大役を果たせてほっとしています｡

::崎唾薗頓蛋〕 6月～11月(24回)阿児アリ~ナ
)

"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者　35名
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会員間の親睦を図ることを目的として開催され

ました｡

あいにくの小雨天候でしたが､イタリアメニュ
ーのバイキング式昼食､自由時間のショッピング

とそれぞれにイタリアの雰囲気を味わっていただ

きました｡

また､往復のバスの中はビンゴゲームで大盛り

上り〝でした｡

多数の応募があり､受講経験者と全くの初心者が入り混

じっての35名で現在実施中です｡講師は鄭　敏学(てい

ぴんがく)先生で､江蘇省鎮江市のご出身です｡ 2時間の

講義はまず､四声･ピンインの復習から始まりテキストの

単語練習､本文の読みとなっていきます｡ 9月からの

後半はヒヤリングも取り入れ､発音を聞き取れること

を中心に学習していきます｡

のおめでとう㊨i

全日本中国語スピーチコンテスト三重県大会(9月23日)

朗読部門第1位　米永美波里さん(受講生)
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; oお名前は?　　　　　　　　e志摩市の好きなところは?

: eいつから志摩市に?　　　　e出身地は?

e志摩市に決めた理由は?　　e出身地のP R

①小林百合(現在､帰化して日

本名)

⑲1998年3月

⑲大王町船越在住｡中国に仕

事で在住していた主人と知

り合い､結婚のため日本に

きました｡

志摩市の場所を主人に聞いた時､東京と大阪

の間の名古屋の南側で少し中に入ったところ

との説明だった｡ (確かに間違いはなかった

けど･-笑｡ )初めて来た時､伊勢道路を通り

抜けるのにずいぶん山の中でどんな所にいく

のか､とても不安でした｡

e登茂山の夕陽がきれいで好きです｡また､朝

は海から上がる朝日がきれいです｡パール

ロードもですが､海岸線の自然の景色がとて

もきれいで好きです｡

e中国広東省広州市出身です｡

e大都市です｡とても人が多い街です｡

｢食在広州｣と言われるくらい食べる物は種

類も多く豊富です｡変わったものでは　ヘビ

やカエルも食べてました｡野菜も日本にはな

いような種類のものが多くあります｡

0日本食は何でも食べられますし､大好きです｡

土地柄､魚料理も多くサシミも食べます｡

e音楽を聴くことが好きです｡日本の演歌も好

きです｡

eお金をいっぱい貯めて､世界旅行をしていた

いですね｡

会報紙の原稿募集i 
題材は国際交流に関することなら何でもoK! 

皆様の声をお聞かせ下さい○お待ちしています′I ーi 

e日本食で好きなものは?

e得意なこと､趣味は?

e20年後の買方はどうしてると思いますか?

eヽ
●

0私の名前はANDREW JAMES

ALLREDです｡

名前はちょっと長いので､普段は｢AJ]

と呼ばれています｡

e私と妻は8月のはじめにアメリカから引

っ越してきました｡

e8月からJETプログラムで新しいAL

T (ASSI STANT LANGUAGE TEACH

ER)として志摩高校と水産高校で働いています｡行き先

は自分では選べませんでしたが､住み始めて志摩市で良

かったなあと思っています｡

e今まで海がない所でずっと暮らしていたので　海の近くに

住めるところが好きです｡新鮮でおいしい魚が食べられる

ことも好きです｡

eアメリカのユタ州

eユタ州はモルモン教で有名です｡また､ 2002年の冬季オリ

ンピックが行われたのもユタ州です｡

0色々ありますが､特に好きな日本食は親子丼と寿司とカ

レーライスです｡

e得意ではないですが､私は歌うことが好きです｡音楽を聞

くことも好きです｡

e妻と世界中を旅行できていればいいな～と思っています｡

㊨㊨㊧㊨ 
闇スペインダンスフェスティバル2007 

11月8日(衣)阿児アリーナ午後7時～ 

観覧される会員の方は､同封の｢会員入場券｣ 

をご利用ください○ 

会員以外の申込方法は＼｢広報しま10月1日号｣ 

に掲載しております○ 

国地球のステージ2.コンサート 

12月22日(土)阿児アリーナ 
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｢今年の夏は署かつた〟｣地球人として､もつと真剣に温暖化対策iこ取り組まなければ-と考えさ 

せられる夏だった○ �69(i�騫ﾒ���ｨﾔx�"�

アメリカ旅行のギヤニオン巡りの中＼何千年もか(ナて浸食されてきた大地を間近に見て､我々の 

存在する70年～80年はいかがなものか○しかし､先祖から子や孫へと存在を継承してい<ことの 

意義を感じた○ 伜(ﾞほ�B�

二つの話題ですかグローバルな観点からどこかつながりを感じませんか○そして毎日の生活を 倬ik�ｼr�

充実して過ごすことの大切さも感じている今日この頃です○(田中) 
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