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・趣味・興味など、社会は多様な人々によつて構成されています。

)、 アイデンティティ、アイデア、そして愛情だからこそ出来る、
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国籍や文化、性別や能力

多種多様な私 (I

まずはその違いを認め合うことから始めませんか ?

暮らしやすい地域づくりがあるはずです。

防災訂‖練体験
第2期  12月 2日 (日 )

掛川市全域の防災訂練の日

に、大東地区センターで行わ

れた地域防災訂練に参加しま

した。いざという時は国籍を

越えて助け合えるよう、三角

布の結び方や簡易式担架での

救助方法などを学びました。

語学文化講座 英会話教室

KiC英会話教三 年間 2期
1推1川 教室       ―

1期 15～ 25回

拷WI市生涯学習センター

1大須資教室
大洪」農村環境改善センター

日本人または外国人の講

師と楽しく英語や海外文

化を学んでいます。

外国人 生活相談窓回

掛川市役所 2階テラス事務局にて

平日 900～ 1600
[ポルトガル語通訳]

月 水 金 10i00～ 15i30
int6「 p「etes(portugu6s)

Se9unda,qua「 ta e sexta 1 0i00-15i30

在住外国籍の方々の暮らしの相談や、地域の皆
さんが外国籍の方と暮らしてしヽくための方策を共に

考え、各専門機関へつなぐ窓回としてご活用いただ

いています。

推卜川市日本
日曜日午後 1時～ 4時 場所 :掛川市役所 4階会議室

受講者数 :の べ 18ヶ 国・ 132名

掛サ|1市日本語教室遠足
第1期 6月 24日 (日 )

静岡県地震 lJt災 センターとふじのく

に茶の都ミュージアムヘ。災書の恐

ろしさを実感し、対策を学びました。

日本茶を始め様々なお茶を体験、茶

畑や日本庭園を散策し日本文化にも

親しみました。

外国人市民とめぐる推Wilの名所 。旧跡
第 3期 3月 24日 (日 )

やさしい日本語&英語で○一llo Tё Na Sh講 座修了者と

外国人市民が一緒にバス旅行。東山のお茶畑、富士山静

岡空港などを訪間、大須賀ではイチゴ狩りを楽しみまし

た。参加者はお互いに交流を深めながら自分達の暮らす

差け1市の魅力を再発見しました。

諮学支督姓謂塵

害型り1,71フスパplとづくし|

in31「 川市うヽれあい店堺

10月 21日 (日 )               ヽ

掛川市生涯学習センターにて

フイリピンのクリスマス飾り「パロルJ作 りのワー

クショップに、お子様から大人まで大勢の皆さまが

ご参加くださいました。掛)東 高校の学生の皆さ

んにボランティアでお手伝い頂きました。

「ヤさとい日本語&軍語マ`
O―岡o―Te― No一Shi講座」

12月 8日 (土 )より全 8回

推卜】|1市生涯学習センター他

削 1市 を訪れる外国人観光客に、やさし

い日本語や簡単な英語で掛川駅周辺を

案内するコツをオーストラリア出身の先

生から学びました。推WI駅 でのおもてな

しガイド体験では、真父Jに 楽しく講座の

成果を発揮できました。

スペイ)の家庫料Iロセツぼう!

ワー,とドつ、ッキニヴPTq唯

2月 9日 (土 )

控Mll市生涯学習センターにて

スペイン出身のフランセスク プラナ

ス セルベリョさんを講師に迎え、ス

ペイン文化の紹介、スベインオムレ

ツ、地中海風サラス トマ トベースト

をパンに載せたパン ヨン トマテの

3種類の家庭料理を作りました。参

加者はスペイン文化に想いを馳せ、早

くも第2弾のリクエストの声力と1が り

ました。

醍薩薇寒の言ざ着体購
in寄 70固末専帝醍脊病警抑 ―フェ象ゆ

11月 18日 (日 )

大東市民交流センターにて

KCで は民族衣装の試着を通じて異文化体験で

きるコーナーを出展いたしました。

民族衣装の写真はSNS映 えすると好評で、皆さ

ま何着も試着を楽しまれました。



友人学園来訪 |

6月 22日 (金)～24日 (日 )

姉妹都市ユージン市の友大学園から22名 の親

子が掛)市内11家庭にホームステイ。初日は

中遠ガスギャラリーで市民交流ランチ会、忍

者ガイドで差UI城めぐり、市長表敬訪間では3

年前にユージン市を訪れた掛川市長を覚えて

いた子もいて和やかな雰囲気に。残り2日 はホ

ストフアミリーの温かいおもてなしを受け、あ

こがれの「日本の暮らしJを体験しました。

コーニング市訪問団来訪
7月 6日 (金 )～ 14日 (土 )

姉妹都市コーニング市か

ら3名の訪間団が来訪。

ホームステイで日本の生

活を楽しみました。掛 )

市で小学校に通つていた

高校生の団員が当時の

先生に再会するなど、思

い出深い訪間に。祇園祭

の京都を観光してから帰

国の途に就きました。

米国姉妹都市

オレゴン州ユージン市 (1979年～)

北米llu岸、オレゴン沿岸の束約 97k m、

ポートランドの_}1流 に位置する。
202]年の世界陸土開催地に選定されて
いる。

ニューヨーク州コーニング市(1989年～)

工大測の南束に位置し、ガラス産業が
盛んであることから「クリスタル シ
ティ」と呼ばれている。

ユージン市訪問団来訪
10月 5日 (月 )～ 9日 (土 )

姉妹都市ユージン市から11名 の訪問団が

来訪。粟ケ岳観光やユージン市に姉妹校

を持つ掛川北中学校を訪間。竹の丸で姉

妹都市交流ランチ会や市長表敬訪間の

後、差日1城 を忍者ガイドで見学。可睡斎に

宿泊し、静寂の中で坐禅や精進料理など

本格的な禅 1夕行を体験。翌日からホスト

フアミリーのおもてなしを受け、控日1大 祭

を楽しむなど日本文化を堪能しました。

―  こ協力くださいましたホストファミリーの皆さま、本当に

' ■    ありがとうこざしヽました。
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ホームステイしてみたい

差1川 市の未来を担う高校生の人材育成、市民の皆さまの生

涯学習を目的として、毎年、米国姉妹都市へのホームステイ

や研修活動を行つています。姉妹都市だからこそ培える温

かな交流プ回グラムがたくさんです |

||■■|ホ ス トフ ア ミリー募 集 !    ■ |||ボ ランティア登録のお願い

■ ―― |I KiCでは年間5回ほど、外国からのお客様を     |■ I KCの活動では多くのボランティアの営
■    

―
 迎えていただけるご家庭を募集しています。   '|,十 11 さまにご活躍いただいております。年会

1 撰璽塞1要忌異グラフイック会員入会のお願い
1 近藤歯科医院

1 松下金属工業株式会社私たちの活動は、掛川市からの
琴託奎?辱答  LINEは じ め ま し た          1 叫+△ +上 =ン l Ⅲ‐"T会員の皆さまからの会費で成り立つています。 …・コ~マ…▼ ▼′― ▼ ′―

           1 株式会社ライト八ウスエデュケーション

お寄せいただしヽた会費は、掛川市の国際交流、 会員 登録ボランティアの皆 olゃ‖
国
特
交流セ    | 1限 余翌 ラヽカP

KIC主催のイ ~i        l ヤマ八発動機ビズパートナー株式会社国際理解、在住外国人支援などの活動のために活用させて  さまに向けて、
いただきます。皆さまのご支援ご協力をお願いしヽたします。  ベントなどのタイムリーな情 E]i罵離器回 〈個人正会員)
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国際交流活動

国連国際学校 (UN
IS)ホ ームステイ
受入事業が静岡県国
際交流協会 30周年
記念賞を受賞いたし
ました。

第13回高校生ユージン研修訪問団
3月 21日 (木)～31日 (日 )

20名の高校生と引率ら計24名 は9泊 11日 の研修期間に、ユージン市で

は姉妹都市委員会やホストファミリーと交流し、二都市間の絆を深めま

した。ロサンゼルスでは、

許岡銀行ロス支店を職場訪

問し「海外で働くことJに
ついて、お話 を伺 いまし

た。ホームステイやサ ドル

バック大学での語学研修な

ど、高校生たちにとつては

日頃の勉強では学ぶことの

できない貴重な体験となり

ました。


