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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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H28.11.27 鎌倉バスツアー （文化交流委員会）

H28.12.10 作文発表会
（日本語委員会）

H28.11 中国語教室学習風景（外国語委員会）
H29.1.14

国際交流フェスタ in きみつ

H29.1.22 ベトナム料理で交流（KIES サロン）



　5月 20 日（土）生涯学習交流センターにおいて、平成 29 年度定期総会
が開催されました。総会では、平成 28 年度事業報告、決算報告に続き、
平成 29 年度の事業計画案、予算案に
ついて審議されました。全ての議案
が滞りなく承認され、新たな委員会
とともに平成 29 年度の活動がスター
トしました。
　28 年度決算、29 年度の予算は以下
の通りです。

平成29年度　定期総会開催！

平成28年度決算 平成29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

28年度
収入

5,051,295円

事業収入
2,586,164円

補助金
1,980,000円

会費
446,500円

繰越金
38,622円

雑収入
9円

28年度
支出

5,051,295円

事業費
3,148,103円

管理運営費
1,874,598円

繰越金
28,594円

29年度
収入

5,177,594円

事業収入
2,718,000円

補助金
1,970,000円

会費 
460,000円

繰越金 28,594円 雑収入 1,000円

29年度
支出

5,177,594円

事業費
3,318,000円

管理運営費
1,831,000円

予備費
28,594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　
翔凜中学校・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

　海外からの訪問客の増加やホストファミリーの需要など
年々外国人との接点が増す中、キーズとして直接海外との交
流を実行できる環境作りを推進するため、海外交流委員会を
設けます。
　初年度の事業は、以下の内容から実行検討していきます。

①近隣在住外国人との交流を図る。（KIESサロン活動を引き継ぐ）
②海外からの来訪者との交流を図る。
③海外へ出向いての交流を検討する。
④特定の国や市との友好交流を検討する。� （事務局）

海外交流委員会の発足
Exciting Worldwide Exchange!

海外交流
委員会



　文化交流委員会では、書道教室、英語のお喋り会、
文化イベント、という３つの柱で活動しています。
書道教室やお喋り会は定常活動で、日頃より外国籍の
方々と交流を図っています。
　また昨年度のイベントでは、紅葉が見頃の「鎌倉バ

スツアー」、ピアニストの生演奏による「皆
で歌おう日本の歌」などを企画、実行し
ました。
　これらを通じて日本文化を外国籍の
方々と共に楽しむ事が出来ました。今年
度もそのような活動を企画したいと思います。
� （瀬戸）

　日本語教室は、火・水・土の
３教室ありますが、日本語の勉
強だけではなく、学習者による
作文の発表会、その後のティー
パーティー、各教室ごとにそれ
ぞれレクリエーションや交流会
等、毎年ボランティアと学習者
が一緒になって楽しむ行事も沢
山予定しています。
　平成 28 年も 12 月 10 日「作文発表会＆ティーパー
ティー」そして、この作文発表者の中から翌日の 12
月11日、南総文化ホールにて行われた「日本語スピー
チコンテスト」にも参加しました。（木村）

文化交流
委員会

日本語
委員会

香取市佐原を訪ねました
　外国語委員会主催のバスハイクは、3月 26 日（日）北総の小江戸と称される香取市佐
原を訪ねました。
　当日は参加者 38 名の願いも叶わず傘をさしての町並み散策となり、計画通りにはい
きませんでしたが、丁度「さわら雛めぐり」開催中で各商家自慢の雛人形が店先に飾られており癒さ
れました。

　山
だ

車
し

会館では、佐原の大祭で曳き廻される絢爛豪
華な山車 24 台の中から 2台（神武と牛天神）が展示
されており、高さ 8メートルに及ぶ大きさや飾りも
のの精巧さに圧倒され、大祭の迫力と熱気を肌で感
じることができました。
　昨年 4月、千葉県で初めて北総四都市（佐倉、成
田、佐原、銚子）が「江戸を感じる北総の町並み」
として日本遺産に登録されたそうです。外国語委員
会バスハイクでは、佐倉・成田（平成 26 年 3 月）、銚子（平成 27 年 3 月）、
そして今回の佐原と 4都市を訪ねたことになりました。（Y）

委 活動報告員会

外国語
委員会
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平成29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

外国人相談窓口

　異文化交流や情報交換などを気軽に行える場所作りを進めてきました。その結果、
各国の料理や文化を紹介し合ったり、近隣イベントに参加する “サロンおしゃべり会 ”
等の活動が定着してきました。これらの情報発信及び交換のための Facebook「KIES
サロングループ」の会員数も増え続け、平成 29 年 3 月末現在で 19 ヶ国 83 名を数え
ております。まだ未登録の皆さんの参加も大歓迎です。

にあつまれ
KIES
サロン

年月日 内容 参加者数

H28

  4月23日 大鷲の森でのバーベキューと筍狩り 31（10）
  6月 5日 三舟山蛍狩り（お好み焼きの後） 19（ 8）
  7月30日 韓国料理を楽しもう！（生涯学習センター） 43（14）
  8月28日 ベトナムの仲間とお喋り（KIES 事務所） 6（ 2）

  10月30日 久留里城祭り（甲冑行列等）見学 19（14）

H29   1月22日 ベトナム料理 & 君津市 HP 写真撮影 27（11）
  3月19日 浅草バスツアー 38（15）

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）

キーズ

　月 2 回、お習字の教室を開いています。初めての外国人の方から何年
も学習されている方まで楽しく練習しています。
興味のある方は、ぜひ覗きにいらして下さい。
または、KIES 事務所に連絡願います。（0439-54-9877　火・木・金）
★開催日 / 毎月第 1・第 3 月曜日 
　 9:30 ～ 11:30 ★講　師 / 高野　博亘（豊風）
★場　所 / KIES 事務所 ★月　謝 / 1,000 円／月

書
道
教
室

参加者は重複しているが総計183名、そのうち外国人市民は（　）内で74名（40%）

生
徒
募
集


