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最近のニュースで「ネット通販の楽天は英語を企業内で公用語にする。ユニクロは新採用
者の半数を外国人にする。」と発表しました。上記以外でも多くの企業が会議やメールで英
語を使用しているようです。もちろん昇進の条件にも英語力が問われています。日本のグロー
バル化は経済社会だけに留まりません。地域においても外国人の増加は著しく、多文化共
生の為のシステム作りが重要課題となってきています。富岡市では、もう一つ特殊な事情が
あります。世界の遺産を預かる地域としての自覚や、登録後の外国人観光客の増加を思う
と、当然のことながら国際意識が問われるという事です。明治初期に国際社会で脚光を浴び
た富岡が、今一度、国際都市として飛躍することを強く願っています。
日頃、当会の活動にご理解とご協力を頂いております皆様に深く感謝いたします。今後と

も変わらぬご支援を、よろしくお願い申し上げます。
なお、当会では、英語と中国語で富岡市のパンフレットを作成いたしました。多文化共生
や外国人観光客の誘致などに役立てればと思っています。
パンフレットは、外国人のための観光ガイドとして市内公共機関に置いて活用していきま

す。また、中学生交換留学先や海外観光関連機関へも配布していく予定です。

国際都市としての飛躍を強く願って……
富岡市国際交流協会 会長 今井  秀典
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平成22年度 総会開催

多文化共生推進講演会

5月29日、ホテルアミューズ富岡に於いて第15回定期総会を
開催しました。本年度、より一層の事業充実を目指しての構造
改革を行い、部会を7部会とする組織改革案が承認されました。

総会後の懇親会では、外国人による手作り楽器の演奏やプロ顔負けの歌を聴き
ながら、楽しいひとときを過ごし会員相互の親睦を深めました。

総会に先だち、新規事業である「富岡市多文化共生のまち
づくり」として、群馬大学教育学部教授 結城恵先生をお迎え
し、多文化共生推進講演会「日本人も外国人もみんな富岡市
民～共に生活するまちづくり」を開催しました。
先入観や見た目の
違いから心の壁を
作ってはいないか、
地域の中で共に生活
していくにはどう向き
合っていけばよいか
を学びました。

新役員理事名簿
最高顧問 岡野　光利

顧問 今井　　哲
顧問 大手　治之

相談役 野村　圀典
相談役 小堀　良夫

会長 今井　秀典

副会長 松井　則幸
 総務部会長 磯貝　勇人
 副部会長 小林　　進
 広報部会長 大野　晋吾
 副部会長 佐藤　和男

副会長 赤石　　純
 文化交流部会長 須藤千賀子
 副部会長 阿久沢ひさ子
 副部会長 出田　祐子
 地域交流部会長 大谷　哲雄
 副部会長 白石　豊樹
 副部会長 松井　　勉

副会長 高間　孝行
 事業部会長 大橋　　了
 副部会長 荻野　孝幸

 副部会長 下田貴美子
 副部会長 浦野　君子
 人材育成部会長 小越　　康
 副部会長 佐藤　克佳

副会長 大島　雅彰
 国際経済部会長 矢野　英司
 副部会長 富岡　哲史

理事 青栁　ふじ
理事 大河原美和子
理事 金田　康子
理事 小林　夏夫
理事 齋藤　秀瑛
理事 佐俣　福艶
理事 武井　哲郎
理事 田島　弘子
理事 富岡　　隆
理事 畑村　　繁
理事 宮家　節子
理事 森　　幸一

監事 佐藤　真一
監事 今村美代子

敬称略
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平成22年度 上半期事業報告

平成22年度  これから実施・参加する事業のご案内

観桜会
4月4日（日）
桜がちょうど見頃となっ
た富岡製糸場内で行わ
れた観桜会に出展。イン
ドネシアの実習生は東高
の茶道部のお点前を初
体験。感想は…「お菓子
は甘いけどお茶は苦～
い。」

5月22日（土）
新しくできた仲町まちな
か交流館で行われたげ
んきフェスタに出展。新
メニューのインドネシア
デザート「エステレール」
やベトナムストリートチル
ドレン職業訓練製品を
販売しました。

7月31日（土）
とみおか夏まつりの宮本
町イベント会場に出展。
暑さに負けず元気に参
加してきました。ストリー
トチルドレン職業訓練製
品も好評でした。

げんきフェスタ

とみおか夏まつり

8月5日（木）
国際日本語普及協会の松
尾恭子さんに、新しい教材
「にほんごこれだけ」の活用
法を教えていただきました。
楽しくおしゃべりを展開するコ
ツや、聞こえる音と書き言葉
の違い、聞き上手になること
の大切さなどを学びました。

日本語ボランティア研修会

10月16日（土） 富岡どんとまつり 富小校庭
10月31日（日） ボリビア料理教室 生涯学習センター
11月3日（水） 妙義ふるさと祭り 妙義神社

実施日
11月6日（土）～9日（火） 国際交流旅行 中国（成都市）
11月13日（土） 子どもまつり 生涯学習センター
12月19日（日） クリスマスパーティ 勤労者会館

事業名 会場 実施日 事業名 会場
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新規会員リスト
（順不同・敬称略）

近隣に在住する外国人に、生きた日本語をレクチャーする 富岡市国際交流協会で
外国人のみなさんと
楽しく交流しましょう。

詳しくは富岡市国際交流協会事務局へ ☎0274-62-1511〈富岡市役所 内線1463〉

国際交流旅行（中国成都市） 
参加者募集！

ORIGINAL
T-SHIRT

三国志の１つ「蜀」の都、パンダ生育地として、また四川料理でも有名な成都
へ3泊4日の旅に出かけませんか。他では体験できない現地の大学生との交
流、世界遺産楽山大仏とパンダ繁殖基地の見学、現地観光局へ富岡市の紹
介など盛りだくさんです。

協会のロゴの中に、各国語の「こんにちは！」…Selamat 
siang!(インドネシア語） Sawat dii kha!（タイ語）など…
を入れたTシャツを作りました。ご希望の方に販売してい
ます。お問い合わせください。

近隣に在住する外国の方たちに、生きた日本語、発音、日本の
習慣などを学んでいただくため、当協会では多くの日本語ボラ
ンティアの方たちを募集しています。
★日本語を学ぶ会（毎週木曜日 午前10：00～11：30
　市役所北庁舎3F・午後7：00～9：00 生涯学習センター）
※詳しくは事務局へお問い合わせください。

日本語ボランティア募集中！！

◆入会方法／申込用紙に年会費を添えて事務局へ
◆会費等／入会金なし   個人年会費 1,000円
　団体年会費 5,000円  法人年会費 10,000円

● 個人
黛 　 直 樹
加 藤 法 子
保 坂 賢 也
田 中 　 泉
阪 本 絵 理 香
三 田 元 美
黛 　 若 葉

● 法人
なかい観光バス（株）

中 沢
七日市
富 岡
富 岡
曽 木
中高瀬
七日市

WELCOME 会員
募集

期　日：平成22年11月6日(土)～9日(火)
参加費：95,980円（7月現在燃油税・空港税含む、成田往復別途）
募集人数：25人（最少催行人数20人）
プログラム：①現地大学生とのふれあい

②世界遺産見学
③観光局へ富岡市紹介

締め切り：9月17日(金)　

＊詳細は事務局へお問い合わせください。

成都

香港
台湾

富岡

北京

上海

世界遺産 楽山大仏

劉備に仕えた諸葛
孔明を祀る武候祀

世界遺産
パンダ繁殖基地

四川火鍋


