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6月 5□山I同 1市役所にて掛川市長を来賓にお抑えし 多数の会員の方にご出席いただき 総会をFTq催ぃた

しました。

21年 度事業報告と会計収支決算についての議案が提出され 承認されました.続 いて 22年 度事業計画と

会計収支予算についての報告がイ〒れました.開 会後に臨8寺理事会を開き

6年間 当センター理事長として務めて下さった榛葉1亘治氏に代わりまし

て 小林佳志郎新理事長の就任が 満場一致で承認されました.交 流会

に先立ち 小林理事長をはじめとする 22年 度の新理事のみなさまの紹

介がされました。その後の交流会では 昨年好評だつたジャズユニット

■OVERS JAMJを 再度お迎えし スタンダードからモダンまで素敵な

歌とビアノを聴かせていただきました。ライプの最後には 「上を向いて

歩こうJと 「いい日旅立ちJを 全員で歌いました。昔懐かしいメロディー

が会場全体にあふれ 楽しい0と ときを過ご,こ とができました.来 年

も多くの方のご出席をお願い致しますて,               か

平成22年7月31日出

外国人の子どもたちの夏

休み勉強会を行いました。

20名 近くの小学生と中学

生が集まりました。前半は

学習ボランティアさんと一

緒に夏休みの宿題に取り組

み 1対 1で じつくり勉強を教えてもらいました。

後半は ゲームやクイズを楽しみながら 南米を中

心とした世界の地理と歴史を学びました。子どもた
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子でゲームに参カロ
していました.

ば
場

|●|● しやくし,  ,い 01さ t● みな01ス ,メ   ●|

1日1市役所4階会議室 (南玄関から入り

エレベーターに乗ってください。)

2000円 (1学期につき)
●つ   せ●●にも こ こ

9月 26日

'日

)午後 1:001こ
,● ,● しや

`t,  ,い
  さ

措日1市役所4階 に来てください。

掛川国際交流センターのホームページにブログのコー

ナーが出来ました。日々センターで起こつたことや より

新しい情報をみなさまにお届けできるよう 見やすいホー

ムページを目指してがんばつています。とんとん道化して

いく措り1国際交流センターのホームページをお楽しみに |

「推同 国際交流センターJで 検索するとホームページを

見ることができます。

掛川国際交流センター

13:30-16:00

かけがわ し に ほん と きようしつ

掛川市日本語教室

平成22年 度第2期 がはじまります!

措‖1市日本語教室の第2期 がはじまります。

楽しく日本語を学びましょう。
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を
10月23日出天須賀で行l‐れ

る「ちつちやな文イヒ展_の期晋中

安禅寺を会場として インター

ナショナル フェアを開催します.

今年も盛りだくさんの企画で
llなさんlTお越しをお待うして

し)ます| 昨年の様子ミ !



PFA
パシフイック委員会

7月 だというのにユージンはとてt,涼しく空気が澄んでいて
一年で一番良い季

“

たそうで |.ホ ームステイでは 博物館の

学芸日をリタイアされたII賞学者ビーター氏は台所に立つことが,子さで 美味

し′い手llI里をご馳走になりまし́た.,日本の我が家では考えられない光景に早く

もカルチャーシコックでした.

7月 4□  ■,立託念日の花火を見た後は以前来掛されたことのあるケンさん

と感肇1の再会ができ その後は●―ジやスな大邸宅に招かれセレブなclと時を

味わうことができました。

念願の市長表敬訪問では キテイ バーシー市長や議吊の方々が私達の積極

果敢な質問にも一つ一つ丁寧に答えてくださり 議員は8名 という少数精鋭で

市長●・議員はほほポランティアで活動しているとのことでした.

ユージン訪POSED

忍者姿て掛川城を説明

また日本語教育においては 友人学きの

徹底した教育システムにより 子供Fは パ

イリンガルがしつかり身についていまンたo

交流会では 浴衣や甚平を着で 「もした

ろうJの 歌や 「掛1音 頭 |の踊りをll露し

日本支イ|もなかなか好評でした.

この買竜な体験を機に 友好の絆を実に

深めていきたいと強く感し
'て

います.
ケンさん宅にて朝食

ダッチオ ブンを,つ て

カレー ナン 唐揚げ

もちヒザなどを作|'まし′た.

ナンを焼いています
ユージンからの

ハルシオンさんも
そば打ちにllt戦

｀
ナンの生地を
つくつています

友人学園とは…

ユージン市内にあり 日本語を取 り入れ

た教育をしている小学校です。

児童22名  教師 保護者 弓率者21名

がホームステイをしました。児童はホーム

ステイ先のこどもと一緒に登校 し 保護者

は■H市 内 在1前1奇を観光しました。

松 井 房 子

ももたろうを歌う

～ウェルカム
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市内の小学校て

二の丸茶室にて
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10/23～ 24の l泊 2日 で県内ALTを 推ト

,Hこ招待します。ホストフアミリーになって

交流してみませんか?

興味のある方は、掛川市役所生涯学習まち
づくり課 (●211129)へ お問い合わせく

ださい。

脹 平 松 亮 道

6月 26□ 」4■命結国式が行われました.今 回は 高校生3名  中学生

14名  弓■2名   般 1名 20名 の訪間団となりまし́た.ワ シン トン

DCに て2泊  コーニング市でホームステイを4日 間 ニューヨーク市で

'泊
 8月 17日 から26日 まで 8泊 10日 の日程です.こ の訪F.5団の目

的は 中高生の皆さんに 自分の肌で直にアメリカという国を感じていた

だく。感受性讐かな若い人手に 情報とし́τ]甲解していることでも 実環

に行 つてみると 大きな感動を体験できること それと世界の広さを
‐t癖

理事長より任命書を

授与されました
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してもらうことです.

今回 参加される中高生の皆さんは 自分の持 っている心uTも

のさしを長く大きくして帰って

くるものと推信 t て́おります。

そして それは今後の人生に多

いに役立つt,のと信しています.

来年の派遣も予定 しております

ので 多くの中高生 一般の方々

の参加をお待ちして|・ります.

‐
苦手

‐
な方 顔を出

してみませんか
'あなたの日常とは違 っ

た 「社会Jが 待つて

おります.

英会話部会 部会長 鈴 木 弥 生

英会話部会では 初級者クラスと 中 「級者ク

ラスに別れ 英会話を楽しんでおります。現在ま

米国と英国の先生 アシスタントの日本人の先牛に

教えて頂いています。部屋の都合上 各クラス10

人程の定昌でイ〒つています.初 級者クラスに 数名

の部員を募集します。

英語をしゃベリたい方 外国に興味のある方 海

タト旅行を[ た́い方 コミュニケーションをとるのが

松井市長と共にバチリ1

英会話部会 副35長  水 谷 増 士

AFA員 会言

`部

では年に一度日■の学習の成果を確

認する為に外国人の方を招待tンバス旅行に出かけてい

ます.教 室でのレッスンとはliいイベン トを罰しての

英会話はとでも実践的で こんな時にはこんな英語を

使うのか |と いうようなテキス トでは学べない英会話

も単ふことがあります。例年は数人のタト国人の方が御
―結してくださるのですが今回は横須賀高校 AI Tの

B∈N先 生のみの参力0で した。(ンかtン皆さん横極的に

RF国 先生との会話を楽しみ日頃の努力の成果が発揮で

きたと思います.

今後|ま他の地域の国際交流協会との交流も視里刊こ入

れて新しい研修等を企画[ て́いきたいと思つています。

事前研修会
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GEA
地球市民委員会

6カ 国 8人 (男2人  女 6

人)の 留学牛がll日1市内の家庭

にホームステイし ヤマハビア

ノエ場の見学をしたり 富士登

山や座禅などを楽しみました.

ニューヨークにある国連同l..学

校の中学生が掛川市内の家庭に 3

泊 4ロ ホームステイをしました。

二の丸茶室での茶炉体験や市内

の中学生との交流会などを通して

日本の春を満喫 していたようで

す。

小学生と交流

ワールドクッキング

11月 21日 lB)

ニュージーランド料理

講師:パニア ベネットさん

ミ
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茶道体験

1 発 行  NPO法 人■り|卜」際交流セン
私たちのホームステイブログ

ラムはホストファミリーの方々

のおかげで成り立っています。

ホストファミリーの皆様に 心

からおネL申し上げま■
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II川市長谷 1丁 Hl番 I出の 1

■ll i■イ■所  2 1ttテラス

TEL 0537-24-5595

平成 22年 9月
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子吝イ∫日

理事長

富士登山

貞永寺て坐禅体験

市役所訪問
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