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「彩の国　国際貢献賞」 表彰式
多文化共生、国際交流や国際協力の分野でそ
の功績が顕著であった団体として、「平成２２
年度彩の国 国際貢献賞」を受賞しました。表
彰式は平成２３年２月２０日（日）さいたま
市の「国際交流基金日本語国際センター」で
行われ、望月祐言会長・矢野操男副会長が出
席し、上田清司埼玉県知事から賞状を授与さ
れました。また、会場では受賞者の活動を報
告するパネル展示も実施され、協会が主催し
てきた事業の写真も展示されました。

日 　 時 　１１月３日（木・祝日）
時　　間　 午前１０時～午後３時まで
場 　 所 　早稲田公園（芝生広場）
応募条件　 業者（プロ）でない方（事前説明会あり）
応募方法　 出店者名・住所・電話番号・出店内容を記入し、９月９日(金）
                  までにＦＡＸで「三郷市国際交流協会」事務局の市民活動支  
                援課へ。　※応募者多数の場合、抽選となります。
                 FAX ０４８－９５３－７７７５

開 催 日 　１０月１６日（日）
時　 間　 午前１１時～午後３時まで
場 　 所 　みさと団地中央商店街広場
　（雨天の場合はタジマ前アーケード）
内　 容　フリーマーケット、高校生や
（予　定）　外国人による英語と日本語の
　　　　　スピーチ、各国の民族舞踊や
　　　　　歌の披露、各国の文化紹介や
　　　　　手作り料理の販売
★問い合わせ★
北公民館　TEL  ０４８－９５７－０２５３

第２５回三郷市民まつり 〈交流部会〉
外国料理・物産の屋台の出店者募集

地球市民フェスタ２０１１
第１３回

開 催 日 　９月１日、８日、１５日、２２日、２９日
　　　　　※いづれも木曜日
時 　 間 　午後７時～８時４５分
場 　 所 　青少年ホーム
講 　 師 　公益社団法人国際日本語普及協会（ＡＪＡＬＴ）松尾恭子氏
参 加 費    １０００円　　
申 込 み 　８月１５日（月）から　（対象は１６歳以上の方）
　　　　 「三郷市国際交流協会」事務局の市民活動支援課
　　　　 TEL ０４８－９３０－７７１４
定　　員　  ３０人（申し込み順）
※講座終了後、北公民館及び高州地区文化センターにおいて、日本語
　教室ボランティアスタッフとして協力いただける方は大歓迎です。

日本語ボランティア養成講座 〈国際化推進部会〉
外国の方に日本語のみを使って、日本語を教える手法を学びます
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東日本大震災被災地の皆さ
まに心からお見舞い申し上
げます。

３月１１日に起こりました東日本大震災においては、被害の
大きさやその後発生した原発事故の大変な惨事に心を痛めてお
ります。
広野町ほか福島県の方々の避難所となっていた瑞沼市民セン
ターでは、ネパールや、市内に在住する多くの外国籍の方々に
もご支援をいただきました。
ご尽力いただいた方々に感謝を申し上げるとともに、被災さ
れた皆さまの生活が、一日も早く元通りになりますよう祈って
います。

真心は国境を越えて・・・

５月２２日（日）午前
１１時から、木津雅晟市
長・酒巻宗一議長のご臨
席のもと、三郷市商工会
館において、平成２３年
度三郷市国際交流協会の
総会を開催しました。
平成２２年度事業報告
及び収入支出決算や、平
成２３年度事業計画案及
びに予算案などの提出議

案は質疑応答と意見交換を経て全て原案どおり承認されました。
総会終了後、東京大学で遺伝子・ゲノムの研究を続けている市内在住の
アーサン・バドルルさん（バングラデシュ）の講演が行われました。アー
サンさんはロータリー財団国際親善奨学生として海外の大学に留学を予定
しています。
恒例となった総会後の懇親会では、ネパール・バングラデシュ・中国・
韓国の手作り料理など、たくさんの美味しい料理とともに歓談し、アトラ
クションとしてアレンジ日本舞踊が催され、楽しいひと時を過ごしました。

望月会長と
石出顧問 (前会長）

木津市長より挨拶

アーサンさんのご活躍
を期待しています！

アレンジ日本舞踊
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三郷市教育委員会と共催した「外国
人と楽しむスポーツ交流会」が６月１
２日（日）三郷市総合体育館において
開催されました。体育指導員の方々の
指導のもと、中国・韓国・ネパール・スー
ダンなど多くの外国人の方々も参加し
ました。
卓球・バドミントンやヨガなどを体
験したり、綱引きやキンボールのチー
ム戦、恒例のパン食い競争でも、熱戦
が繰り広げられました。
スポーツ交流会終了後は懇親会が催
され、ビンゴゲームで盛り上がり思い
出深いイベントとなりました。

第２０回

外国人と楽しむ

スポーツ交流会

GET!!

ビンゴ大会

　で商品を

平成 22 年国際理解講座 早稲田中学校に
て開催（国際化推進部会）

総   務   部   会
    ⑴　会報紙「三郷市国際交流協会だより」の発行
　⑵　ホームページ管理・運営
　⑶　多文化共生のためのキーパーソン育成事業など
国際化推進部会
　⑴　日本語ボランティア養成講座、及び日本語教室の開催
　⑵　講演会等の開催
　⑶　日帰りバスハイクの実施など
交　流　部　会
　⑴　国際交流農園
　⑵　国際交流フェスタ・市民まつりへの参加
　⑶　イベント後の懇親会の開催など

平成２３年度専門部会の主な事業

過去の活動実績や事業の写真は、三郷市国際交流協会ホームページ
   http://www.misatoia.net/
（携帯でも PC でも同じアドレスで見られます）をご覧ください。
また、Twitter（http://twitter.com/#!/misatoia）においても、
   @misatoia
でつぶやいています。ぜひフォローしてください。 QRコード
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協会では、随時会員を募集しています。諸外国の方々との交流や協会の国際交流活動に参加し
てみませんか？国際交流に関心のある方ならどなたでも会員になれます。
入会をご希望の方は事務局までお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。
年会費

事務局 三郷市国際交流協会事務局（三郷市役所　市民活動支援課内）

個人会員　年額　2,000 円（学生は 1,000 円）家族会員　年額  3,000 円
法人会員　年額 10,000 円　　　　　　　　　団体会員　年額 10,000 円

平成22年度  会員数
個人会員　90人　　家族会員　 7家族
法人会員 5 法人　団体会員　10団体

〒341-8501　三郷市花和田 648-1　TEL048-953-1111( 内線 2302）   FAX048-953-7775
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL048-930-7714( 直通）

Japanese Classes In Misato 日本語教室
市内のボランティアグループが運営している日本語教室です。

日本語に困っている外国の方がいたら教えてあげてください。

去年の日本語教室

場 所 団体名 問い合わせ

北公民館

にほんごクラブ
｢皆さんお友達になりましょう｣
感覚でだれでも参加できます。マ
ンツーマン形式でやっています。

無料

三郷日中友好会 無料

Sat.com

無料 どなたでも大丈夫です。

高州地区
文化センター 無料 どなたでも大丈夫です。

M J C

日　時 費 用 内　　容

三郷市国際交流協会

三郷市国際交流協会

(三郷日本語教室)

300円
/月

500円
/月

女性が対象です｡指導者も全員
女性です。子ども同伴可。年に
数回イベント有り。

お茶菓子も用意してあります。く
つろいだ気分で楽しんで下さい。
中国人が対象ですが、必ずしも中
国人でなくてもかまいません。
学習者をその日本語能力でレ
ベル分けし、グループ学習。後半
分はフリートーキング、ゲーム
など、交流会。年に数回イベン
トがあります。

毎火曜日
19:30～20:45

毎水曜日
13:00～14:30

偶数月の
第１木曜日

毎土曜日
10:00～12:00

毎金曜日
19:00～20:45

第１､第3火曜日
19:00～20:45

舟　越
951-9868

姫　野
958-7690

竹之内
956-0670

丸　山
959-0107

市役所
市民活動支援課
930-7714

市役所
市民活動支援課
930-7714

★市民の皆様へ★

国際交流農園へ遊びに来てね !!

今年の収穫祭は１０月
頃を予定しています！

去年の収穫祭

用
水

県道２９号
草加流山線

上彦川戸

上彦名

駒形

駒形新橋

至三郷団地

デニーズ
サイゼリア

長村皮膚科
クリニック

あかり

農園

駒ﾓｰﾀｰｽ

染谷


