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新型コロナウイルス感染拡大防止策継続中のKIES活動について
　今年度は、新型コロナウイルスの影響で政府による「緊急事態宣言」発令後、5月末までキーズ事務所休館を余儀な
くされ、キーズの活動がほとんどできない状況でした。
　現在は、君津市と連携し「KIES版事業体制」自主的感染拡大予防行動を作成し遵守しながら、新型コロナウイルス
感染防止を最優先に、「3密」対策を十分実施したうえで活動を行なっています。
今後も内外関係部署と情報共有しながら、キーズ全体の活動を実施していきたいと思います。� （岡部会長）

2019年度 TOPICS

R1年7月　ふれあい祭り

R1年7月　ふれあい祭り

R2年2月　国際交流フェスタ in きみつ　 R2年2月　国際交流フェスタ in きみつ

R1年12月　海外交流パーティ

R1年12月　ホームステイ受入（マレーシア）



　4月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言下となり、大人数の集会が実施できず初めて
の理事会・総会共に紙上での案内、審議、承認の形となりました。
　前年度決算、今年度予算は次の通りです。

令和2年（2020）　定期総会開催

令和元年度決算 令和2年度予算

令和元年度
収入

4,790,779円

事業収入
2,320,094円

補助金
2,083,430円

会費
387,250円

雑収入
5円

令和元年度
支出

4,790,779円

事業費
2,835,154円

補助金返納
12,239円

管理運営費
1,929,956円

その他
13,430円

令和2年度
収入

5,909,239円

事業収入
3,256,000円

補助金
2,162,239円

会費
490,000円

雑収入 1,000円

令和2年度
支出

5,909,239円

補助金返納
12,239円

事業費
3,849,000円

管理運営費
2,048,000円

会員派遣や受入など、外部との交流活動
2019 年 7 月　台湾新荘中学校文化体験受入

2020 年 1 月
「おびつっ子チャレンジ」で海外のお正月（小櫃公民館にて）

2019 年 11 月
「久留里子ども教室」で海外の遊び（上総公民館にて）

2019 年 6 月　
4 市国際交流協会連絡協議会（KIES にて）

2019 年 12 月　
マレーシア（SMK Taman Melawati）からの
ホームステイ受入

2020 年 2 月
君津ロータリークラブでの
卓話スピーチ



委 活動報告員会
　私達の活動の目標は、私達の出来る範囲で「外国
の方々との交流、異文化体験の機会づくり」ですが、
実際のところ、君津周辺にいらっしゃる外国の方々
に日本の素敵を知っていただきたい。
　また、その交流を通して外国の方と交流すること

の魅力を互いに感じてほしいと思っています。
　昨年度は、色々な場面で着付けのお手伝いが多くありました。
　台湾の高校生に浴衣体験をしてもらったり、君津いやさか祭りに浴
衣貸出や着付けをしたりした。マレーシアの学生に振袖を着せ、KIES
フェスタでは、着物姿で書道をやる姿も楽しめました。
　また秋に企画した「君津で日本文化を楽しもう」は、台風15号で古民
家が使えなくなり、場所を生涯学習交流センターの一室に変更したが、

設えは「古民家」そのものにできました。
　そこで、お琴の生演奏と懐かしの歌の合唱・君津在住の外国の方の体験談・君津
の太巻き寿司を食べながら台風の時に困った事を話し合いました。
　そのような中から、「困った時にこそ人と人の繋がりが必要」と改めて再認識し、
外国の方が気軽に声を掛けやすい、助けを求められる人でありたいと思いました。

　 今、コロナ禍であの時の思いがよぎる。君津に千葉に日本にいる外国の方々は不
安でならないだろうと。
私達は今何が出来るかと考えていきます。� （奥平）

文化交流
委員会

　　　　　　　　　　　　　 外国語講座の開催運営
各地域に於ける外国人居住者の比率が増加する
中、外国人との文化、スポーツなど交流を促進するこ
とは地域での生活、活動において極めて重要な課題�
です。
君津市においても外国人は増加傾向にあり、彼らと市民との友好、親善を
一層深めるために、外国語委員会では、外国語能力の向上、外国人とのコ
ミニケーション能力向上を図る為に、外国語講座を開催運営しています。
　対象としている外国語は英語（4クラス）、韓国語（2クラス）、中国語（2クラ
ス）で、各クラス共に月に4回講座を実施運営してきました。
外国語講座の案内
今年度は、コロナ渦で一時中断していましたが、6月から英語、韓国語、中国語
のクラスを開催運営しております。
外国語に興味をお持ちの方はご参加ください。（詳細は6ページ参照ください）

KIESフェスタでの活動報告
　KIESフェスタに於いてはインターナショナルカフェとして、英語クラス
がスイーツとコーヒー＆紅茶を、韓国語クラスが韓国茶と韓国雑煮を、
中国語クラスが中国茶と中国卵を提供し、大変盛況でした。
　また、舞台ではオリンピックの応援歌として当時、最もポピュラーな曲
の一つであるパプリカを英語バージョンで歌唱し、参加外国人も含め
国際色を盛り上げました。� （北川）

外国語
委員会



1）International Activity 
　2019年12月に、海外交流パーティを開催し、多くの外国の方にも参加して頂
きました。�
　バラエティ溢れる特技を披露してくださったアーティストの皆さん、珍しい
食べ物を準備してくれた皆さん、会場の雰囲気を盛り上げてくれた皆さんそれ

ぞれが主役のパーティでした。�
　また、今年7月にKIESオンライ
ンフォトコンテストを開催し、94
枚の出展があり「いいね」投票数
で4点の作品が選ばれました。

4）海外に出向いての交流
　2019年11月、海外交流の一環として、有志で
ベトナム旅行をしました。ベトナムでは、かつ
て、KIESに在籍された「ハーさん」が働いてい
る日本語学校を訪れ、たくさんの生徒さんと
も交流できました。�
　そして、旅行中、「ハーさん」には、大変お世
話になりました。「ハーさん」ありがとうござ
いました。�

5）海外から来日している人との交流
　2020年1月に、ベトナムからの友人（留
学生）のアパート（木更津市内）を訪問し
ました。�
　お正月には欠かせないというベトナム
の食べ物をごちそうになりました。�
� （渡邉）

海外交流
委員会

3）英語のお喋り会
　今年（2020年2月）も、イギリスからAllan�
Doyleさんを迎えての英語のお喋り会を開くこ
とができました。Allanさんからは直近のイギ
リス事情等について紹介していただきました。�
　今後は、コロナ禍を鑑み、オンラインによる
お喋り会を開くことも検討しています。

2）世界の茶の間
　2020年1月に、世界の茶の間として、みんな
でお餅をつき、雑煮を作りました。留学生も頑
張りました。出来立ての餅に参加者全員が舌
鼓をうちました。



　日本語委員会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年3月から3か月
間3教室（火、水、土曜教室）を全て休講としました。今までに経験したことのない状
況に戸惑いを感じつつも、やっと6月から「新しい教室様式」の下で授業が再開とな
りました。今まで当然のように行なわれていた授業やその後のお茶を飲みながら
のコミュニケーションがどんなに貴重なものだったかを今、改めて実感していま

す。そして私たちはこれからの日本語教室の運営のあり方についてみんなで知恵を出し合い、いい形
になるよう考えていかなければならないと感じています。
日本語教室の2019年度ビッグイベント　
①日本語作文発表会＆ティーパーティー開催
　毎年、一年間の学習成果として作文を一人ひとりに書いていただいています。そして、それを冊子
「みんなの文集No.19」に纏めました。
　12月上旬に、3教室合同の作文発表会では各自が苦心して書き上げた作文を披露し合い、その後の
ティーパーティーでは軽食をとりながら和やかに歓談したり、ゲームでKIES会員の皆様からご寄付頂
いた景品の獲得に盛り上がったり、教室を超えての交流ができました。今回は45名もの大勢の参加者
でした。
②日本語スピーチコンテストへの参加
　2019年12月開催の南総文化ホール主催のスピーチコンテストに３名の学習者（ベトナム、アメリカ、
インドネシア）が応募し、素晴らしい成績を残しました。秋に書いた作文にボランティアの皆さんから
の助言を受けて少し手直しをしたり、スピーチの時の態度や声の出し方などの注意も受けて臨んだ舞
台では、3人とも驚くほど堂々と目を見張るようなスピーチをしました。
③日本語ボランティア研修会開催
日本語ボランティアのための外部講師による研修は、3月開催の計画は新型コロナウイルス感染拡大

防止のため残念ながら中止
となりましたが、昨年９月に
開催したAJALTによる研修
会は20名ものボランティア
が参加し、教える側の指導力
向上に大いに役立ちました。
� （稲角）

日本語
委員会
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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

令和2年度 外国語講座案内
問合せ先：KIES 事務局　TEL0439-54-9877

初級英語教室 （木） 10：00～11：30

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）

　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。

書道教室
★開催日 / 毎月第 1・第 3 月曜日　9:30 ～ 11:30
★場所 /KIES 事務所
★講師 / 高野  博亘（豊風）　　
★月謝 /1,000 円 / 月

君津市国際交流協会　法人・団体会員　※順不同　敬称略

日本製鉄株式会社　東日本製鉄所　君津地区 君津市自治会連絡協議会 上総ライオンズクラブ
君津市校長会 君津市農業協同組合 上総ロータリークラブ
君津商工会議所 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
君津市文化協会 小櫃海外交流推進協議会
君津市赤十字奉仕団 翔凛中学校・高等学校


