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日本語敦塁ポランティア講座&推卜川市日本語敦塁

5月 8日 (日 )日 本語教室ボランティア講座を開催しました。日本語教師養成講座などで講師を

務める山日国明先生から “受講者に寄り添うためのボランティア"と してのお話を聞き、第 1期日

本語教室 (5/15～ 7/24)でサポーターデビューしていただきました。第 2期は 9/18～ 12/4開
催です。多くの受講者と市民のサポーターさんの参LElを お待ちしています !!

外国につながる子どもたちのための なつやすみ勉強会

7月 30日 (土 )、 市内の小中学生 10名が、大東図書館会議室に

て市民ボランティアの先生と一緒に、夏休みの宿題に取り組みま

した。また、夏休みのお便りを持参した保護者は、わからない部

分を通訳スタッフに確認したり、日頃の疑間を問い合わせたりで

きる貴重な場所。学習ボランティアさんと 1対 1で 1時間半、みつ

ちり宿題に取り組んだ子どもたちは、帰りにお菓子とジュースを

受け取つて満足な表情で帰つていきました。

平成 28年度KiC通常総会

相言炎窓□、日本語教室、姉妹都市交流、国際交流

等々、昨年度も多岐の業務に渡った事業報告と活動決

算が承認され、事前の理事会で承認を受けた今年度の

事業計画が報告さ

れました。また、

6月 末の任期満了

に伴い、新しく役

員メンバーが承認

されました。

新役員の顔ぶれは下記の通 り(任期2年 )

理 事 長  小林 佳志郎

副理事長  大角 |‖頁一 水野 靖

増田 美穂子

理  事  伊藤 喜久枝 岡山 秀秋

齊藤 京子 馬場 由香里

マル・アダムス

監  事  太田 喜男 榛葉 貴昭



語判汗修プログラムがスタート〃 第 10回高校生ユージン研修

今年は初めての試みとして、ユージン甫を訪れる前に、ロサ

ンゼルス近郊の街ミッションビエホにてホームステイ&語学研

修プログラムを行いました。

11名の参カロ者は 3日 間、午前中は授業、午後は大学見学等

を行い、プログラム最終日のディズニーランドでも積極的に英

語でコミュニケーションをとり、米国での異文化体験を満喫

しました。その後は姉妹都市委員会やホストファミリーの待つ

ユージン市へ。歓迎会にはユージン市長も出席し、一行をあた

たかく迎えてくれました。

ホストファミリーとは海や山、映画やサイクリングなどに行き、

それぞれがアメリカの家族と交流を

深めることができたようです。

4月 14日 の報告会では語学研修の

成果を活かし、英語での帰国報告を

披露。さらなる英語力向上への意欲

や今回の研修の思い出等を語つてく

れました。

第 26回コーエング市友好訪問団 始動 rf

6月 18日 (土)大須賀市民交流センターにて第 26ロコーニン

グ市友好訪問団任命結団式が行われました。今年は市長、教育長、

そしてコーニングジャパン株式会社からも来賓をお招きし、団員

に激励のお言葉をいただくことができました。

8月 10日 の出発までの間、団員達は 2度の勉3貧会と姉妹都市

のきつかけを作つてくださつたコーニングジャパン (株)への会

社訪問を行つて、英語だけでなく姉妹都市やホームステイ、渡航

のための心構えを学びました。コーニングジャパンで伺つた、米

国コーニング本社前の「美味しいハンバーガー屋さん」を見つけ

られたでしょうか ?1報告は次号で !!
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この春も米国ニューヨークEXE連 国際学校の生徒らが掛川を訪れ、

市内の家庭にホームステイをするなど市民との交流を深めました。

来日したのは同校にて日本語を学が 19名の中高生。

26日 には掛川御三家のひとつ

松が岡のお屋敷にて、地元の方々

とともに清掃活動に精を出し、その

様子は夕方のニュースでも伝えら

れました。

28日 には市長表敬訪間の後、市役所の食堂で食券を買つてランチをとり、

その後市役所前駅から天浜線に乗つて掛川駅

へ。竹の丸に到着すると、地元中学生らと英語

や日本語をまじえて交流ゲームをしたり、兜を

折つて楽しみました。ホス トファミリーは掛)|

での彼らの活動を、家族のように支えてくださ

いました。受け入れていただいたご家庭の皆さ

ま、本当にありがとうございました |

姉妹都市オレゴン州ユージン市にある「友人学園」の規子 17名
が今年も来日。掛川にホームステイしました。初日は市民の方との

ランチ交流会、水鳴流居合食」法の演武見学や忍者ガイ ドによる掛川

城見学などを楽しみました。初めて見る日本古来の力強い演武に、

親子で目をみはる姿がとても印象的でした。

ホームステイでは市内の各ご家庭で、楽しく交流を深めることが

出来た様子。日曜日の朝に次の浦在地の京都に向けて出発する頃には、

すつかり打ち解けていました。

南アフリカは多くの移民の国でもあり、家庭料理にも多文化が融合さ

れているようです。

ボボティーは牛ひき肉に数種の香辛料を混ぜてオーブンで焼いた

ミー トパイの一種。付け合わせのイエ□―ライスはシナモンが効いた

レーズン入りごはん。ワール ドクッキングは食の異文化体験。未体験の

味わいに、参DEl者 からは新 しい世界が広がつたとの声が。デザー トに

はミルクたつぷりの甘～いタル トをいただきながら、20名の参カロ者は、

南半球の遠い国の文化に思いをはせていました。
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プラジル BBQ in森の トランポリン広場

掛川市内の NPOが互いの特徴を活かし、協力 し合うことを目的とした掛川

NP① 村プロジェク トの中のイベン ト。

森の中へ運び込んだ競技用 トランポ リンで空中遊沐を した り、時の寿の森

トレッキングで冒険の旅に出たり、様々な魅力あ応、れる “遊び
"で

、参加者

の充実 した一 日を演出 しま した。KCは ブラジルスタイルで焼 いた牛肉 と

野菜たつぷ りの ビナグ レッチソースをフランスパンにはさみ、時間をかけて

牛す じを柔らかく煮込んだスープで、皆さんにブラジル食体験をしていただ

きました。

おだやかな春の一 日、素晴らしい森で素敵な B寺 間を共有する事ができました。

主催 |

森の トランポ リン広場実行委員会

NPO法人時の寿の森クラブ、

NPO法人アスレTC、 NPO法人ささえ 8i、

NPOち ゃん ぷ る、 This is Kake38Wa、

おもちゃ工房山ちゃん、NPO法人掛川国

際交流センター

ボランティア登録のお願い
KCの活動には、多くのポランティアの皆様がご活躍い

ただいております。年会費等はありません。HPからもご

登録いただけますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※詳しくは事務局までお問い含わせ下さい。

◆KiC会 員ハ会のお願い◆
私たちの活動は、掛川市からの委託金のほか、会員の皆さまか

らの会費で成り立っています。お寄せいただいた会費は、掛川市

の国際交流、国際理解、在住外国人支援などの活動のために活用

させていただきます。皆様のご協力をお願い致します。

年会費 正会員 3,① 00円 くイ国人〉/]0,000円 く団体〉

賛助会員 2,① 00円 q国人〉

告特 典 ●各種講座 イベン トヘの優先的参加及び参加費書」引

骨    ●交流会への参加 ●会報誌 (年 2回 )の郵送

幸。 ※詳しいお問い合わせ 。お申し込みは、直接事務局まで。 。

NPO法 人推UI国際交流センター
〒4368650掛川市長谷1-1-1掛 |1市役所2階テラス

TEL&FAX:0537(24)5595
発行日 /平成 28年 9月

http:〃kakegawa lifetcornl

英会話大須賞敦室 (大須賞アイク)

級 。中級20:30       
ゲたくさん聞けます。願い編
写

掛川国際交流フェスティパル2016

リカ出身
など

                習センタロ

ワークショップ

(生涯

世界の音楽や料理、雑貨販売、

       んか?国際交流しませじて国際理解・期 日本験

纂 日側 的 的 0～ H530(日 日寺〉11月 lt

〈場所〉推WI市生涯学習センター

語学文化講座
■ワールドクッキング

■異文化体験講座

※興味深い講座を計画中です |

高校生ユージン研修参加者募集r
〈日程〉3月 後半の7泊 9日 (予定)

詳しくは広報かけがわ11月号をご覧ください。

10月 ～ 3月 までの火曜日全 15回  午前2ク ラス・夜1ク ラス

10月 ～ 3月 までの木曜日全 15回  夜1ク ラス

※各クラス20名 程度  詳しくはお問い合わせください。

ホストフアミリー募集 !!

■ユージン市民訪問団受け入れ 10月 7日 ～ 10日 (3泊 4日 )

な日1祭 りを楽しみに大人の訪問団が来訪します。

■市民ALT交流会 10月 22日・23日 (1'自 2日 )

県内 ALTと違州横須賀ちっちゃな文化展を散策します。

■国連国際学校ホームステイ・プログラム 2月 または3月 頃を予定

日本語を学ぶニューヨーク国連学校の子供たちがやってきます。
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