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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（050-1562-9136）

アピタ

図書館

生涯学習
交流センター

君津
市役所

警察署
郵便局

君津駅
KIES事務所

南口

H31年2月　国際交流フェスタ in きみつ

H31年2月　国際交流フェスタ in きみつ

 H30年8月　ふれあい祭り

H30年11月　久留里こどもふれあい教室

H30年12月　海外交流Party

H31年2月　かずさＦＭどこでもラジオに出演

岡部新会長挨拶
　4月6日、会長に就任しました岡部
順一です。
　君津市国際交流協会の目的とし
て、国際親善を通して世界の平和と
繁栄に寄与するとあり、国際化意識
を高めていくさまざまな事業を行
なっています。

　来年はオリンピック・パラリンピックが日本で開催さ
れます。一方、少子高齢化による人口減少などから多くの
外国の方々がこの君津市に訪れ、生活されることが想定
されます。それだけに当協会の取り組みの重要性が増し
てくるものと考えます。
　これまで多くの皆様のご尽力で発展してきた協会の活
動をしっかりと受け止めながら、さらに大きな輪となる
よう微力ですが取り組んでいきます。
　ご支援・ご協力をよろしくお願い致します。



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

　4月6日（土）、窓から満開の桜が見える生涯学習交流センターで、君津市国
際交流協会の理事会が午前に、総会が午後に開催されました。
　総会では、H30年度事業報告・決算報告、H31年度事業計画案・予算案、役員
改選案が審議され滞りなく承認されました。
　総会後、同会場で出席者の懇親会があり、和やかな雰囲気で新たな役員で
の活動がスタートしました。
　なお、長年会長を務めてきました宮原さんは退任し、特別顧問として岡部
新会長はじめ新体制を応援することになりました。

令和元年度（2019）　定期総会開催

君津市国際交流協会　法人・団体会員　※順不同　敬称略

平成30年度決算 令和元年度予算

30年度
収入

5,231,103円

事業収入
2,693,796円

補助金
2,120,000円

会費
417,000円

雑収入
307円

30年度
支出

5,231,103円

事業費
3,170,338円

管理運営費
2,047,335円

補助金返納
13,430円

令和元年度
収入

5,472,000円

事業収入
2,931,000円

補助金
2,070,000円

会費
470,000円

雑収入 1,000円

令和元年度
支出

5,472,000円

事業費
3,484,000円

管理運営費
1,988,000円

宮原さん、長い間ありがとうございました
　平成15年から3代目の君津市国際交流協会会長として、16年間もの長い間、
君津市のみならず地域の国際感覚の醸成や国際相互理解の推進に尽力して
こられた宮原謙二郎さんが退任されました。　その精神は岡部新会長によっ
て引き継がれていきます。

今後の主なイベント予定
11月	 ・ベトナム（ハノイ）旅行と交流（5泊6日）
	 ・古民家で〇〇〇を楽しもう！
12月	 ・日本語作文発表会＆ティーパーティー
	 ・KIES海外交流パーティー
2月	 ・国際交流フェスタ	in	君津
3月	 ・外国語委員会主催のバスハイク



委 活動報告員会
　2018年度は、日本文化を外国の方に体験していただ
こうと、浴衣教室と、着物＆生け花体験を開催しました。
　浴衣、着物、帯、小物は幸いにも色々な方々からご寄
付いただき、数もそろって参りました。
　また、着付けや生け花の指導やお手伝いしてくださ
るボランティアの方々とも出会いがあり、大変お世話

になり、有意義な企画となりました。
　初めて着物を体験した外国の方で、そのまま着物にはまった方もおら
れます。
　今年は、君津に素敵な古民家をお持ちの方にご協力いただけることになり、
コンサート、外国のお話、茶道体験などを企画予定しております。
　皆様のご参加をお待ちしております。	 	 （長田）

　日本語委員会では、2018
年度は日本語教室に16か
国からの方達が勉強に来
ました。
　研修生やビジネス関係
で来日された方、日本人の
配偶者など様々な方が、
日々忙しい中熱心に勉強
しています。
　そして、毎年恒例の作文
を書いていただき「みんなの文集No.18」を発行しました。
その文集を使った「作文発表会＆ティーパーティー」では、皆さん積極
的に発表して下さり賑やかな発表会になりました。
　また、勉強以外でもバーベキューや芋煮会をして、学習者とボラ
ンティアとの親睦を深めることができました。	 （清水）

文化交流
委員会

日本語
委員会

「国立歴史民俗博物館」と「千葉ヤクルト工場」の見学
　外国語委員会のバスハイクは、平成20年の「鎌倉散策」以来12回目となりました。
　今回の「国立歴史民俗博物館」は5年前にも訪れましたが、広い館内の展示物は目標を
絞って丹念に見るか、全体を駆け足で見るか決めてかからないと、食事を含めて2時間で
はとても回り切れません。
　そこで今回は、館内レストランのメニューを車中で事前回覧して食事時間の短縮を狙いましたが、思惑通り
になったでしょうか？
　午後は、四街道市に移動して「千葉ヤクルト工場」を見学しました。
　見学通路からガラス越しにヤクルトを容器に注入する工程を見ました。食品を扱うので当然かも知れませ
んが、非常に清潔な工場だという印象を持ちました。
外国語講座の案内
　今年度は、4つの英語教室、2つの中国語教室、2つの韓国語教室の8教室を準
備しています。（詳細は4頁参照）
　徐々に増加しつつある外国人市民とお話しするきっかけ作りや、興味のあ
る方はいつでもお問合せ下さい。
問合せ先：		KIES（キーズ）事務所	0439-54-9877	（火、木、金の9〜16時）

外国語
委員会
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令和元年度
外国語講座生徒募集

問合せ先：KIES 事務局　TEL0439-54-9877
初級英語教室 （木） 10：15～11：45

中級英語教室
（月） 19：00～20：30
（水） 10：30～12：00
（土） 10：00～11：30

初級中国語教室 （木） 18：00～19：30
中級中国語教室 （木） 19：00～20：30
中級韓国語教室 （金） 10：00～11：30

（土） 13：00～14：30

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

外国人相談窓口

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：☎ 0439-54-9877（火・木・金曜日の 9時〜 16時）

1.近隣在住外国人との交流（どなたでも参加可能！）
1）International Activity
　バーベキュー、海外交流パー
ティなど都度テーマを決めてイ
ベントを開催しています。
（写真は昨年の海外交流パーティ
の様子です。）
　今年もポットラック持ち寄り
パーティを企画しています。

2）世界の茶の間
　多国籍の皆さんとの交流の場
として毎月第2日曜日10時30分〜
開催しています。（写真はインド
ネシア出身の皆さんがナシゴレ
ンを作って
くれた時の
ものです。）

3）英語のお喋り会
　実際に英語を使ってみる場と
して毎月第3月曜日13時30分〜開
催しています。（写真はイギリス
からアランさんを迎えてのお喋
り会です。）

2.海外からの来訪者の受入
　H30年10月13日KIES日本語教室の学習者だったベトナム出身のハーさんが通訳として来日。懇親会を行
いました。今年は7月9日に台湾新荘中学校生を受け入れました。

3.海外に出向いての交流
　昨年は台湾嘉儀での交流と台湾観光を楽しみました。（11月5〜9日）
嘉儀では茶文化に触れ、ツアーでは体験できない深い感動を得ること
ができました。（写真は荘さんが案内して下さった茶畑の前でのもの
です。）
　本年はベトナムでの交流と観光を計画（11月7〜12日の5泊6日）して
います。募集人数は10名程度です。　

海外交流委員会


