
2010年　7月　発行 （財）佐倉国際交流基金

〒２８５－００２５
佐倉市鏑木町198番地２
ＴＥＬ・ＦＡＸ　０４３－４８４－６３２６

（財）佐倉国際交流基金はこんなこと（事業）をしています。

☆当基金が主体となって推進し
ている事業

☆国際的な友好親善・芸術・ス
ポーツの相互交流・異文化交流
などを行う団体やサークルに対し
て助成金を支給

☆外国人に対する
サービスの提供

平成21年度の事業報告

外国人相談

外国人のための生活相
談業務　火曜日（西）・
木曜日（英）・金曜日

（中）

日本語教室

外国人のための日本語
講座(実用日本語）の運
営　木曜日　3クラス・金

曜日　1クラス

国際理解講演会

市民に対する国際理解
講演会　5月・1１月

国際交流情報提供

国際交流についての
問い合わせや相談・情
報の提供　7月・11月
基金ﾚﾀｰｽﾞ・通年　ﾎｰ

ﾑﾍﾟｰｼﾞ

佐倉市国際文化大学

 専門領域の有識者による国際理
解（政・経・文)講座　5月～1１月

佐倉中央公民館他

佐倉・国際スピーチコンテスト

小学生ﾚｼﾃｰｼｮﾝ、中学生ﾚｼﾃｰｼｮ
ﾝ・ｽﾋﾟｰﾁ、外国人による日本語ｽ

ﾋﾟｰﾁのｺﾝﾃｽﾄ　9月27日（日）　ﾐﾚﾆ
ｱﾑｾﾝﾀｰ佐倉

佐倉みんなの〈楽しい〉英語

子どもも大人も英語で遊ぼう　6月
21日(日）　ﾐﾚﾆｱﾑｾﾝﾀｰ佐倉

佐倉・異文化交流の集い

市民と外国人による交流と親善　10
月18日(日）　志津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

佐倉・国際ボランティアバンク

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに登録していただき必要
の都度紹介　通年　当基金・講演

会などで受付

佐倉・国際ホストファミリー

ﾎｰﾑｽﾃｲ・ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄを通じて草の
根交流　通年　当基金・講演会な

どで受付

外国人児童に対する
日本語指導並びに

授業援助活動

外国人の児童の授業
の支援　通年　弥富小

　　　　　　　　他

・ポルトガル語同好会
　　ポルトガル語同好会
・話せるハングル会
　　話せるハングル会
・韓国との交流
　　さくらハングル会
・中国語中級会話学習
　　中国語中級会話同好会
・ハングルサランヘ会
　　ハングルサランヘ会
・北京・瀋陽親善訪問
　　佐倉市日中友好協会
・ＯＫバジこと垣見一雅さん帰国
講演会
　　ＯKさくら
・子どもがつくるまちミニさくら２０
１０
　　任意団体　ＮＰＯ子どものまち
・オランダ語の学習を通じ日蘭交
流を図る
　　佐倉オランダ語同好会
・中国語の学習及び中国との交
流活動
　　佐倉中文会
・Ｉ．Ｔ電話国際交流
　　国際教育センター

市民の皆様が、国際交流活動をテーマに
継続的に取り組む計画で、ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動をさ
れる場合（ex.講演会・セミナー・競技会・外
国語講座等）の支援をしています。当基金
の規定により、対象団体、対象事業、助成
金額などの定めがありますので詳細は当
基金まで、ご照会ください。

自主事業 助成事業 佐倉市国際化
推進事業（業務委託）

日蘭児童交流助成

佐倉日蘭協会への助成



◇21年度決算のあらまし
＊佐倉市よりの受託事業を含む

寄　付　金 正味財産積立金
財産運用収入 ＊事業費
＊事業収入 管理費
会費収入 次年度繰越金
前年度繰越金

　

収入の部 支出の部
9,000 9,000

3,853,658 5,791,361
3,865,658 2,988,966

608,000 3,778,938
4,231,949

合　　計 12,568,265 合　　計 12,568,265

ホームステイ・通訳
その他
HOME STAY.
INTERPRETING,ETC

ボランティアを必要
とする人
PERSON IN NEED
OF ASSISTANCE

VOLUNTEER BANK

国際交流に理解と熱意のある方にボランティアバンクへの登録をお願いします。

Those interested in international cultural exchange,please register as a volunteer.Anytime
welcome!

登録
REGISTER

依頼
REQUEST

紹介
REFERENCE

ボランティア
VOLUNTEER

佐倉国際交流ボランティアバンク
○　通訳・翻訳のボランティア
国際交流ｲﾍﾞﾝﾄ・ｽﾎﾟｰﾂ大会・日本語を母語と
しない児童の学習ｻﾎﾟｰﾄなどのお手伝い
○　ホストファミリーボランティア
ﾎｰﾑｽﾃｲ・ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｯﾄの受け入れを通じて
ありのままの日本を紹介する
○　文化ボランティア
趣味・特技を生かして日本文化を紹介する
○　日本語ボランティア
在住外国人の日本語学習のお手伝い
○　「その他」のボランティア
国際交流ｲﾍﾞﾝﾄの準備・日本語講座でのﾍﾞ
ﾋﾞｰｼｯﾀｰ・観光案内などの手伝いなど

　　　　　　　　　                              初めての語学ボランティア
　
　「前田さん、小学校でのボランティアをお願いできませんか？」佐倉国際交流基金
からの突然の電話に、私は妻と顔を見合わせて喜びました。それは昨年来、待ち
望んでいた中国語ボランティアの依頼だったからです。昨年三月に会社を定年退職
した私は、セカンドステージを何か社会のお役に立てることをしたいと考えていました。
幸いなことに、在職中に６年間の中国赴任の経験があり、これを活かそうと中国語の
学校に入学して一年が経とうとしていた三月のことでした。
　勇躍引き受けたものの、上海からの転校児童は全く日本語が話せません。こちらも日本語指導は初心
者ですので、初日からかなり戸惑いました。しかしながら、講習会への参加、参考書や教材を選定いただく
など何とか見通しがついたのは、教師の方々や関係者の皆様のおかげと大変感謝いたしております。ま
た、我が家の二人の娘も文字カード等、教材グッズのアイデアを提供してくれ随分と助かりました。中で
も、保存していた幼児期の絵本は２０年ぶりに日の目を見、今では毎週楽しみに出番を待っている状況で
す。
　私は自分が外国人として生活した６年間に文化や習慣の違いで随分苦労もし、心細い思いもしました。
ましてや年少にして異文化に接する児童のストレスは、はかり知れないものがあると思います。この貴重
な体験をもとに、二つのことを念頭に指導していこうと思っています。一つは、つねに児童の立場に立って
楽しく学べるよう配慮すること、二つ目は、語学だけでなく少しでも日本の習慣や日本人の心も伝えられる
よう努力したい。そして、彼が今ここで頑張ったことが、将来その子が困難にぶつかった時、心の支えにな
れば良いと願っています。更に望めば、 これから先、日中両国の交流は益々緊密になっていくことが予想
されます。

～前田　重幸さん　志津小学校へ～

健太君と前田さん

したがって、将来国際社会でも活躍できるための、基礎を身につけて欲しいもの
と思っております。日を追うごとに日本語が上達していく児童を見ているのは大
変嬉しいことです。しかし早く上達して欲しいと願う反面、私を必要としない飛躍
の時が来ることの淋しさを感じながらその日が来るまで、自分も精一杯努力して
行こうと考えているこの頃です。
←勉強の様子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前田　重幸）
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☆志津コミュニティセンター　 毎週木曜（１０：３０～１２：００　１３：００～１４：３０　１５：００～１６：３０）
　　　　＊受講生のお子さんのためにベビーシッターがあります　（希望者多数の場合には、お受けできない場合があります）
　

☆ミレニアムセンター佐倉　　毎週金曜（１９：００～２０：３０）
　　　　　　　　　お問い合わせ　（財）佐倉国際交流基金　Tel・Fax ０４３－４８４－６３２６

ＭＩＬＬＥＮＮＩＵＭ　ＣＥＮＴＥＲ　ＳＡＫＵＲＡ

Youkarigaoka

Shizu Usui

Koen Station

Route296

296

Monoーrail

Shizu
Community

Center

SHIZU COMMUNITY CENTER

１min.walk from Keisei Sakura Sta. North Exit

　　　　　　　　　　　　　　　　　市民グループのボランティアによる日本語講座
☆佐倉中央公民館　　毎週日曜（９：００～１２：００）　　　　太田　℡ ０４７６－９８－１２２９
☆根郷公民館　　　　　毎週金曜（１３：３０～１４：３０）　　　河野　℡ ０４３－４８６－７９２８

6月27日（日）ﾐﾚﾆｱﾑｾﾝﾀｰ佐
倉で、盛況に開催されまし
た。多数のご参加ありがとう
ございました。

あぜりあらんぐえーじすくーる
の皆さん

SENの皆さん

Bob Kidsの
皆さん

桜咲English　Schoolの
皆さん

Ａｐｐｌｅサロン

Ｃｈｅｒｒｙサロン

Ｂａｎａｎａサロン

Ｄｕｒｉａｎサロン

Ｅｌｄｅｒｂｅｒｒｙサロン

ウルトラクイズ



　佐倉市国際文化大学　　　　　・・・公開講座・・・
　　　日時：１１月２7日（土）１３：００～
　　　場所：志津コミュニティセンター　大ホール
      参加費：無料
　　　内容：  「坂の上の雲」から平成を読む　　　　　講師：平間　洋一氏（元防衛大学校教授）
　　　申込み不要：先着250名

〒２８５－００２５　　佐倉市鏑木町１９８番地２　レインボープラザ佐倉　２Ｆ
　　（財）佐倉国際交流基金　事務局
　　　　電話・Ｆａｘ　０４３－４８４－６３２６（月～金　９：００～１７：００）
　　　　ＨＰｱﾄﾞﾚｽ　http://www.catv296.ne.jp/~s.koryukikin

　当基金は平成元年に設立され、平成20年12月には、法が改定され、信頼度を発展させるた
め公益財団法人への移行を準備しています。多文化共生の住みやすい佐倉市づくりを進める
ため、事業に賛同し援助下さる賛助会員を募集中です。

　年会費(1口）　個人会員　3,000円　 団体会員　10,000円   法人会員　10,000円

RAINBOW PLAZA SAKURA

 
 　(毎火曜日）  スペイン語対応
　（毎木曜日)　 英語対応
  （毎金曜日）　中国語対応
 
    受付時間
  　　　１０：００～１２：００
 　　　 １３：００～１６：００
 
  電話・Ｆａｘ　０４３－４８４－６３２６
     （財）佐倉国際交流基金
　　　　レインボープラザ佐倉内

国際交流についてのお問い合わせは

ＪＲ　ＳＡＫＵＲＡ

ＫＥＩＳＥＩ　ＳＡＫＵＲＡ

ＫＥＩＳＡＴＳＵＳYＯ

KOMINKAN

RAINBOW PLAZA

GS

NARITAUENO

CHIBA NARITA

SAKURA SHIYAKUSYO

SYOBOSYO

外国人のための無料法律相談
　　日時：２０１０年　8月2日（月）
　　　　　　　　　　　　  9月6日（月）
　　　　　　　　　　　　10月4日（月）
　　　　　　　　　　　　11月1日（月）
　　　　          １３：００～１６：００

近隣にお住まいの外国の方で、
生活上の相談で困っている方が
いらっしゃいましたら、当基金をご
紹介下さい！！

場所：千葉県国際交流センター　（財）ちば国際ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ内
　　　　　　　〒261-7114　千葉市美浜区中瀬２－６
　　　　　　　ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾞｰﾃﾞﾝ　ﾏﾘﾌﾞｲｰｽﾄ１４階
　　　　　　（JR京葉線海浜幕張駅徒歩3分)

内容：千葉県在住外国人のための弁護士による法律相
談。日本語ができない方は申込時に申し出を。秘密は守り
ます。
  ・要申込（先着順）
  ・相談費用：無料

２０１０佐倉・国際スピーチコンテスト
　日時：９月２６日(日）９：３０～１７：００
　場所：ミレニアムセンター佐倉
　参加費：無料　　　　　　中学生・小学生（英語）、外国人（日本語）のコンテスト

佐倉・異文化交流の集い
　日時：１０月１７日(日）１１：００～１５：００
　場所：志津コミュニティセンター
　参加費：無料

ステージ出演者（グ
ループ・個人）・ボラ
ンティアスタッフ
募集中！


