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4つの団体がひとつになりました

田『NP◎油入□川回園肉流センタロ』スタロト!

アトランテイツク委員会
NPO法 人掛川国際交流センター

(日掛川市大須賀国際交流協会)

パシフイック委員会 (旧推‖1国際都市友好協会) 地球市民委員会 (旧地球市民力ヽすが初



設立から6年 が過ぎ、当NPO法 人が大きく変革します。

|■日1国際都市友好協会 掛川 「人須賀国際交流協会 ・地球市1(かけがわ」の3日1体と7月

1日 に合併したのです。

これまでの国際交流センターは、市内在l■の外F人 に対し 相談業務 日本語教牢 児童牛

徒支援 病 l.への通訳派遣など 生活支援を活動の中心としてきました。言わは、外に人支援

センターの役割を果たしていたのです。こオ1に対し合併し

た 3団体は 姉妹都市 ユージン市、コーニング市との友

好や市民レベルでの交流 文化,活動を幅広く続けてきてい

誘缶憮L:冠 F2雙 It楠 賞肥資去祥忘齋亀広釜鸞[り 7 1・

―Jに なったのです。

これからは、市町合併前の流れをくむ地域を中′心とした

t)のから、市内全域にその活動の輪を広げていくことが重

要と考えております。さらに多くの市民の方の参加とご協

力を頂きたいと思っております。

地球市民委員会

増田美穂子

1日大東町国際交流センター

が母体となっています.留学

生ホームステイプログラムと

ニューコーク国連学校の中学

生の受け入れ、ワールドクッ

キングの3つを主な活動にし

ています。一般家庭に10泊す

る留学生ホームステイプログ

ラムは 今年で25年目を迎え、

45ヵ国以上 400人はどの

留学生が掛川市の各家

庭にホームステイ

パシフィック委員会

溝 博之

私は アスリカに姉妹淵
'市

が出来た

ことを大変誇りに思つたものです。

以・130年 双方3100名を超える方々

の交流によって得たものは大きなも

のがあります.今 い ヽP()として

活動することで liた な友好を「1

構築していきたいと思います.

掛川国際都li友好l1/j会の活

私がユージン市を最初に訪問し

たのは191年ヽ.30代の青年だった

動を支えてきていただいた

先輩諸氏、役員 市民の

皆様に心から感謝中し

上げます.

私達は 姉妹都市ニューヨー

ク州コーニング市との交流を

平成元年より主に行っています。

毎年夏休みには中高生を派遣、

4月 と7月にはコーニング市か

らの訪問団を受け入れて、肌で

感じる交流を通して 異なる国

異なる環境に住む人々を知り

アトランティック委員会

平松亮道

心掛けています.

理解することに務めると同時

に、日本文化の流布に

|ざ ・
=・
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KlCで|よ、6月lF日から7月1日まで 毎週火曜日全5回韓国

語講座をlTllFしました.早くからIL員を上回る申し込みで 平日の

午高い| ‖,役所会議室はやる気に満ちた顔であふれました。

*韓国ドラマを見ることが多いので 少してもわかるようになりたいと思いました。ハングルは普段の生

活にはない文字なので難しいけど おもしろいです.時 間をかけて勉強してみたいです。 (Sさん)

*韓同lit行をした時、食べ物も雰円気もとても気に入り、韓国語に興味がありました。発音が難しいですね。

「通じ罰 :恒 さ́L Ll韓国語講座J 聞講 !!

でも 家では育児に追われているので、唯―の気晴らしです  (Hさ ん)

～ 受講生の声 ～

0000
措‖|1市日本語教室 平成20年度第2期 日程憲 第6回インタ…ナショナリレフェア

lnternational Fair 2008
平成20年■月30日(日)午後 1時～

掛川市役所4F会 議室にて、在住

外国人による日本語スピーチコン

テストと、各国の手づくり料理が

盛りだくさんの交流会を開催いた

します.ど なたllもお気軽にご参

加下さい.(参力1無料)

受講料 :1期 につき 2,000円 去年のスピーチコンテスト

出場者

場所:措‖1市役所4階

9月 14日

21 de set

弄 10角,日
6 1網死百
7111月 2日

8111角び百

9111肖|:百

10111月 23日

lom‐1:45pm

Hiragana,

Katakana,

Kanji

2pm-4pm

Nihong。

(text:¥100)

28 de set i Sep.28th

Oct 5th

26 de out 1 0ct 26th

2 de nov    llov 2th

9 de nov    llov 9th

16 de nov ‐  Nov 16th

23 de nov   llov 23th
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アトランティック番目会
(日 掛川市六須賀国際交流協会)

コーニング→掛川 フ/3～フ/11

コーニング市来訪団の受け入れ

副委員長 水野貴章

年2回コーニング市からの来訪団があります。今年の7月には高

校生2名、大学生1名が来られました。掛川滞在は一週間程でし

たが、市長への表敬訪間、大須賀中学校では授業参加、また、な

らここの里では温泉入浴も体験しました。ホストファミリーの

方々ともすばらしい交流が出来たと思います。新幹線掛川駅での

見送りではホストファミリーのみなさんと別れを惜しんでいるの

が印象的でした。このような光景を見る度に姉妹都市との交流を

もっともっと深めていきたいと思います。

御用邸見学

市長への表敬訪間

掛川→コーニング8川9～8/28

第19回 コーニング市友好訪間団

団長 寺坂純子

21人という大所帯で行つたコーニング市友

好訪問団、学生も中学一年から高校三年とい

う幅の広いメンバーでした。多少のトラブル

はありましたが、10日間元気に行って来まし

た。メンバー全員が、アメリカの何もかもの

スケールの大きさに感動し、ホームステイ先

では、一生忘れられない思い出を作ってきた

と思います。このすばらしい旅ができたこと

を、本当に感謝します。

英会話部 部長 鈴木弥生

英会話部会は、初級クラスと中。上級クラ

スに分かれて活動しています。毎週火曜日

の夜 7時半～8時半まで、大漱1農村環境改

善センター (アイク)に て行っています。

旧掛川市、旧大東町からも多数出席してい

ただき、フレンドリーが売り物です。ネイ

ティブスピーカーと英語を話したい方、是

非顔を出してみてください。
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総会 5月10日

バシフィック番目会
(日掛川国際都市反F協 会)

Mr Dee Spicer(∪ SA)の

英会話教室
オーロラ先生,マ リエル先生,

アンー
~ィ

先生に教わつています

歌を聞きました

近藤和幸

海外へ行くのが初めてであった僕に

とって、この丸 9日 間は非常に充実したも

のでした。一日一日が新しいことばかりで、で

きるだけ多くのことを学べるよう自分から会話

を交わすなどして努力してきました。そしてア

メリカの文化や習慣を実際に学んでみて、改め

て日本の文化の良し悪しが分かった気がします。

例えば教育方針について、アメリカでは勉強は学校でするもので、家では家族や友達との時

間を大切にするのが一般的なのだと言います。実際に僕もホームステイをしてみて、誰一人

として家で勉強する人を見かけませんでした。そうしたけじめのついた生活ができているの

は、とても素晴らしいことであると思います。

たった 9日 間という短い研修でしたが、これが残りの自分の人生約60年を大きく変えてい

くようでなりません。自分の世界観を大きく広げられただけでなく、自分の進路についても

明確にできました。

ホストフアミリーと

みんなでクツキング キヤンベル B&Bに も泊まりました
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地球市目薔員会
(日地球市目がけがわ)

「国や言葉は違ってもみんな同じ地球人」を

モットーに、市民と外国の人達との交流の機

会をつくって25年。

30数 ヵ国の人達が市内でホームステイし交流を深めました。これからも市民と

いろいろな国の人たちとの触れ合いの場を作っていきたいと思います。

00ん 聰 9●とり>
ロシア糾理に挑戦f

▼回圏国際申機白OGaOイ

発 行 NPO法 人掛川国際交流センター

掛川市長谷1丁目1番地の1

掛川市役所 2階 テラス

TEL 0537-24-5595

発行日 平成20年10月1日

理事長 榛 葉 恒 治

第四回留学生
白oQaθィリoりo6

(7/26‐8/4)

富士登山

茶道体験
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