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国際交流に興味のある方、
私たちといっしょに活動してみませんか。入会 案 内

会費（年額）
個人/19歳以上：1,000円
 7歳以上18歳以下：500円
団体/法人：10,000円

申込み・問い合わせ先
君津市国際交流協会事務局　Eメール：info@kies.jp　ホームページ：http://kies.jp

事務員勤務時間
火・木・金の 9：00～16：00
〒299-1152 君津市久保 2-11-21
☎0439-54-9877
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H27.7.4 大多喜散策（文化交流委員会）

H27.12.5 作文発表会（日本語委員会） H28.3.17 森永製菓見学（外国語委員会）

みんなの文集
No.15

H27.11.14 国際交流協会
20 周年記念

H27.1.25 ホームステイ体験を語る
（義王市交流委員会）

H28.1.9 餅つき（KIES サロン）



　去る 5月 14 日（土）、生涯学習交流センターにおいて平成 28 年度
定期総会が開催されました。総会では、平成 27 年度事業報告、決算
報告に続き、平成 28 年度の事業報告案、
予算案について審議していただきまし
た。滞りなく全ての議案が承認されま
したので、平成 28 年度の活動がここに
スタートしました。27 年度決算、28 年
度の予算は以下の通りです。

平成28年度　定期総会開催！

平成27年度決算 平成28年度予算

君津市国際交流協会　法人・団体会員　※順不同　敬称略
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　当協会も平成 27 年 9 月で 20 歳になりました。この節目を記念し
て 11 月 14 日、「国際交流協会記念フェスタ」を開催しました。記
念講演（マラウイの貴重な体験）、世界の料理、各国の民芸品展示ブー
ス、ステージ・ショー、ビンゴ大会など、国際交流ならではの数々
のアトラクションに会場は大いに盛り上がりました。280 人余りの
笑顔に祝福されてキーズも新たな一歩を踏み出しました。�（事務局）

記記 フェフェススタタ00 念念
周年周年22

27年度
収入

4,801,301円

事業収入
2,113,000円

補助金
1,850,000円

会費
451,000円

繰越金
387,149円

雑収入
152円

27年度
支出

4,801,301円

事業費
2,926,816円

管理運営費
1,835,863円

繰越金
38,622円

28年度
収入

5,221,622円

事業収入
2,752,500円

補助金
1,980,000円

会費 
450,000円

繰越金 38,622円 雑収入 500円

28年度
支出

5,221,622円

事業費
3,254,500円

管理運営費
1,928,500円

予備費
38,622円

新日鐵住金株式会社 君津製鐵所 小櫃海外交流推進協議会　
翔凛中学校・高等学校 君津市自治会連絡協議会
君津市校長会 君津市農業協同組合
君津商工会議所 社団法人 君津木更津医師会
君津市観光協会 上総ライオンズクラブ
君津市文化協会 社会福祉法人 君津市社会福祉協議会
君津市赤十字奉仕団 君津ロータリークラブ
上総ロータリークラブ 株式会社アガツマ

民芸品展示ブース 世界の料理 馬頭琴の調べ

記念講演

総会
懇親会



新日鐵住金君津製鐵所見学
　平成 28 年 3月 29日、今回は新日鐵住金君津製鐵
所を見学しました。総勢で 44名（内外国籍の方は 20
名）大人から子供まで一緒になって楽しむことができ
ました。
　最初に工場の概要を聞いた後、日本語・中国語・

英語に分かれて製鐵所紹介ビデオを視聴し、プラスチックリサイクル
工場、4高炉お立ち台、熱延工場を見学しました。4高炉のお立ち台
ではその偉容に圧倒され、また熱延工場では真っ赤に焼けたスラブが圧延されていくのを輻射熱を受け
ながらの見学となりました。� （恒成京子、桑嶋周次）

作文がスピーチとなって地元企業
との交流へ
　平成 27 年 12 月 5 日「みんなの文集�No.15」
を発行しました。23 名の学習者の力作が 43 頁
になり、発表会では 13 名の方達が緊張しつつ

も思い思いの発表をして多くの参加者を感
動させました。
　12月13日は、この作文の中から2名が南総文化ホールで行われた「日本語スピー
チコンテスト」に参加して 2名ともに受賞することができました。
　そして、2月の君津ロータリークラブの卓話でもスピーチして、地元企業の方々
との交流に貢献しました。� （石川昭一）

文化交流
委員会

日本語
委員会

書道体験と作品展示
　平成 27年 9月 26日（土）、外国籍の皆さんを中心に書道体験をしていただ
きました。初めて筆を持ったという人もたくさんいましたが、それぞれに力作
ができたと思います。これらの作品をKIES20 周年イベントとサロンに展示し
ました。
　また今年 2～ 3月に、書道教室生徒のみなさんの作品も同様に展示しました。
書道をやってみたいと思われる方は教室に直接お越しください。
（教室は毎月第 1,3 月曜日 9：00～ 11：00に開催しています）� （戸村友子）

森永製菓と味の素の工場見学
　外国語委員会主催のバスハイクは桜の開花も間近に迫った 3月 17 日（木）、好天に
恵まれ 35 名の参加者で森永製菓鶴見工場と味の素川崎工場を訪ねました。
　両工場とも食品を製造するだけあって、全ての面で清潔で整然と配置されたライン
上を完成した製品が流れて行きました。
　森永では笑顔で元気一杯の幼稚園児と一緒になり、勿論別々の見
学でしたが子供たちとハイタッチを交わしたり童心に返った場面もあ
りました。
　味の素では鰹節を削ったり、味噌汁に「味の素」を微量振りかけ
て味の変化を確かめたり、楽しい体験型の見学でした。
　見学後は沢山の買物を両手に帰路に着きました。� （米沢賢夫）

外国語
委員会

委 活動報告員会
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平成28年度
外国語講座生徒募集

申し込みはメールでもできますよ！
ホームページ：http://kies.jp/
eメール：info@kies. jp
● Foreign Resident Consultation Counter
The registration is possible by e-mail

●外国人咨询窗口
也可以通过邮件申请咨询

●외국인상담창구
신청은、메일에서도할수있습니다

問合せ先：KIES 事務局　TEL0439-54-9877
（6 月第 1 週開講）

外国人相談窓口

　多文化交流や情報交換などが気軽に行える場所づくりを進めてきました。その結果、
各国料理や文化を紹介し合うサロンお喋り会を基軸とした活動が定着してきました。
昨年度の参加者は重複ありで 150 名、そのうち外国籍の方は 87 名（58%）でした。また、
この活動状況の情報発信・交換する Facebook サロングループの会員数も増え４月現
在で 19 ヶ国 61 名が参加しています。�
� （桑嶋周次）

にあつまれ
KIES
サロン

年月日 内容 参加者数

H27

  5月23日 大鷲の森でのバーベキュー 38（24）
  7月11日 タイ料理ガパオの調理体験 32（18）
  8月22日 ソーメン流し（大鷲の森） 25（16）
10月25日 久留里城祭り（甲冑行列等）見学 10（ 7）

H28   1月 9日 餅つきと昨年の反省今後の計画 34（16）
  3月 2日 勝浦ビッグひな祭り見学 11（ 6）

初級英語教室 （木） 10：15 ～ 11：45
中級英語教室 （月） 19：00 ～ 20：30
中級英語教室 （水） 10：30 ～ 12：00
中級英語教室 （土） 10：00 ～ 11：30
中級韓国語教室 （金） 10：00 ～ 11：30
中級韓国語教室 （土） 13：00 ～ 14：30
初級中国語教室 （金） 19：00 ～ 20：30
中級中国語教室 （木） 19：00 ～ 20：30

日本語教室開催 The Japanese Language Class
国際交流協会では週 3回、在住外国人のための日本語教室を開催しています。
日本語を勉強したい方はどなたでも参加できます。（見学自由）
また、お子様連れ外国人の日本語学習支援（かるがも教室）も行っています。
開催日　◆火曜クラス　Tue.13：30〜 15：30
	 ◆水曜クラス　Wed.19：00〜 21：00
	 ◆土曜クラス　Sat.10：00〜 12：00
場　所：君津市国際交流協会事務所
問合せ先：☎ 54-9877（火・木・金曜日の 9時〜 16時）

ソーメン流し

義
ウイワン
王市との絆を大切に !

　義王市交流委員会では、交流事業の周知と推進を目的に、
キーズの 20 周年イベントにて韓国料理の提供、食材販売お
よび文化の紹介等を行い好評をいただきました。今年も、これまでの交流で
培った絆を大切に、8 月 9 日から 13 日まで（4 泊 5 日）のホームステイ事業
を実施する予定です。 （柴尾史生）

義王市交流
委員会

キーズ


