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御殿場市国際交流協会 設立30周年記念誌を発刊
Gotemba  International  Association

GIAでは他にも様々な活動を行っています。興味、関心のある方は事務局までご連絡ください。

予定しておりました以下のイベントは、新型コロナウイルスの影響により中止となりました。
★国際理解講座　★海外料理講座　★本格ブラジル流バーベキュー｢シュハスコ･ベルダデイロ!｣　★GIA国際交流フェア
2022　★姉妹都市ビーバートン市学生受け入れ　★姉妹都市チェンバーズバーグ市60周年記念訪問団受け入れ

２０２１年度イベント中止のお知らせ

カンボジア富士山学校支援19
96年～

GIA国際交流フェア1998年～

中学生英語スピーチコンテスト2007年～

姉妹都市ビーバートン市1987年～

ふじ山教室支援2
001年～機関紙ゆうあい1991年～

ゆうあいサロン｢ブラ
ジル流バーベキュー｣

2003年～

海外料理講座1992年～

あとがき GIAは、いつ収束するか分からないコロナ
禍の中、創立30周年を迎えました。一部のイベントは可能な
限りオンライン化などの工夫を凝らして実施していきます。
少しずつ、少しずつでもコロナ前のイベントが、元気良く戻っ
てくれる日を願うばかりです。　　                      O．M

　御殿場市国際交流協会は1991年に設立され、今年で30周年を迎えました。これまでGIAの活動にご支援ご協力
いただいた全ての皆様に感謝申し上げます。GIAでは2006年に｢15年の歩み｣を発刊しており、その後の15年間の活
動をまとめた記念誌を6月に発刊いたしました。
　コロナ禍でも皆さんと交流できるよう頑張って行きますので、これからもご支援ご協力をお願いいたします。

日　時 ： 2022年1月22日（土） 10:00～12:00（予定）
会　場 ： 御殿場市民会館（予定）

市内の中学生が、日頃感じていることを英語で発表します。

第15回中学生英語スピーチコンテスト

御殿場市国際交流協会（GIA）事務局
〒412-8601 御殿場市萩原483（御殿場市役所本庁舎1階）
TEL：0550-82-4426／FAX：0550-81-6439
E-mail：gia@mail.wbs.ne.jp
URL：https://www.gia-gotemba.com/
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日　時 ： 2021年11月21日（日） 10:00～12:00（予定）
会　場 ： 御殿場市民会館（予定）

御殿場市に在住の外国籍のみなさん方が、日頃の思いを日本語で発表します。

第26回日本語で話す会

　※ 当日は動画撮影での開催となり、後日公開予定です。公開の準備ができましたらHP、またはLINEにてお知らせいたします。

御殿場市国際交流協会

LINE「友だち追加」から
QRコードリーダーで
右のQRコードを
読み込んで登録を
お願いします。

ちょこっと英会話（クリスマス編）
A : クリスマスの予定は？ A : What are your plans for Christmas?

B : 家でゆっくり過ごす予定。
     ツリーを飾ったり、
     ケーキやチキンを食べたりするよ。

B : I'm just going to relax at home.
     We will decorate the tree and 
     have cake and chicken.

C : それはいいね！ A : That's good.

楽しい情報をお届けします！

友だち登録方法

御殿場市国際交流協会では、
「LINE」を開設しました。
友だち登録すると、
各種イベント情報をお届けします。

国際交流フェア

バーベキュー大会

語学講座

ふじ山教室

留学情報

Christmas is 
coming soon!

絵 : Osada
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※ 当日は動画撮影での開催となり、後日公開予定です。
　公開の準備ができましたらHP、またはLINEにてお知らせいたします。



9月３０日現在、御殿場市には４２ヶ国２、２８７人の外国人が住んでいます。GIAでは会員になってくださる方を募集しています。詳しくは事務局（TEL.0550-82-4426）までお問い合わせください。

令和3年5月1日現在

　新型コロナウィルスの影響により個人のみならず、様 な々分野における活動が大きく制限される中、4月17日(土)今年度も書面表決により、
令和2年度事業報告と収支決算報告、令和3年度事業計画と収支予算、及び令和3・4年度新役員が承認されました。前年度に比べ予算
が減少しており、効率的な事業の実施が求められます。
　一日も早く新型コロナウィルスが収束し、従来のような活発な活動ができるようになることを祈りたいと思います。

令和3年度　事業計画

令和3年度　賛助団体会員

令和3・4年度 役員紹介

Gotemba  International  Association

１．市民の国際交流を推進し、国際感覚を高める事業
（１）異文化を学び、国際理解を推進するための講座、研修事業を行う。
　❶国際理解講座
　❷語学講座「ＧＩＡ College（英語、中国語、韓国語、イタリア語、ドイツ語ほか）」9月から各講座全10回
　❸海外料理講座
　❹第15回中学生英語スピーチコンテスト　令和4年1月22日（土）
       新型コロナウイルス対策として、ビデオ撮影による開催を予定、HPで配信
　❺会員研修
（２）国際交流に関する情報を幅広く市民、会員に広報する。
　❶機関紙「ゆうあい」の発行　年2～3回（市内全戸配布）
　❷会員への広報「ゆうあいハガキ通信」の発行
　❸ホームページ及びLINE情報の管理、運営
　❹「広報ごてんば」の抜粋翻訳と配信
（３）海外からの来訪者との交流事業を行う。
　❶通訳ボランティア、ホストファミリーの組織化

３．海外都市との友好交流を図る事業
姉妹都市・海外友好都市等との交流事業を行う
　❶姉妹都市ビーバートン市学生受入事業（コロナのため中止）
　❷姉妹都市チェンバーズバーグ市60周年記念訪問団受入事業
　❸御殿場市青少年海外教育交流事業への協力
　❹各種団体の事業への参加、協力

４．国際平和に貢献する事業
　❶カンボジア富士山学校への支援
　❷各種国際交流、国際協力団体が行う事業への参加、協力
5．オリンピック・パラリンピックに向けて支援体制を強化する

2．在住外国人との多文化共生交流を積極的に行う事業
　❶在住外国人との交流「ゆうあいサロン」
　○本格ブラジル流バーベキュー「シュハスコ・ベルダデイロ！」8月予定は中止し、
  　 在住外国人の文化を紹介する情報発信を計画

会　長  勝又 孝文
副会長  田中 稔
           勝又 千尋
           小泉 雄介　

（文化交流部会 部会長） 

（在住外国人共生部会 部会長）

（広報部会 部会長）

一般社団法人 印野郷土振興協会
印野財産区
エース・トラベル（株）
ヱビスLLC
（株）岡電
（株）オサコー建設
オートアシスト＆サトーレッカー（株）
岳南建設（株）
（株）勝又新聞店
一般社団法人 竈報徳社
クックロビン
国際ソロプチミスト御殿場
独立行政法人  国立青少年教育振興機構
　国立中央青少年交流の家
一般社団法人 御殿場愛郷報徳社
（株）御殿場印刷所
御殿場高原ビール（株）
御殿場財産区
御殿場市観光協会
御殿場市区長会
御殿場市社会福祉協議会
御殿場市商工会
御殿場市職員互助会
ＮＰＯ法人御殿場市スポーツ協会
御殿場市日中友好協会
御殿場市婦人会連絡協議会
御殿場市文化協会
一般社団法人 御殿場青年会議所
御殿場総合サービス（株）
御殿場テトラパック合同会社
NPO法人 御殿場ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
御殿場西高等学校
御殿場日韓友好交流会
御殿場農業協同組合
御殿場民踊グループ
（株）御殿場旅行
御殿場ロータリークラブ

御殿場ワイズメンズクラブ
三晃建設（株）
（株）静岡銀行
静岡県中小企業家同友会　御殿場支部
スルガ銀行（株）
芹澤建設（株）
ＴＫＲ（株） 御殿場事業所
一般社団法人 高根愛郷会
高根財産区
高森商事（株）
玉穂財産区
一般社団法人 玉穂報徳会
（株）東海衛生
（株）東京外国語センター
（株）時之栖
医療法人社団　富井醫院
（株）長島文宝堂
一般社団法人 中畑愛郷会
公益財団法人 日中アジア人事交流援護会
（有）二の岡フーヅ
公益財団法人日本ＹＭＣＡ同盟
　国際青少年センター東山荘
花季はせがわ
（株）林組
一般社団法人 原里愛郷振興協会
原里財産区
檜工業（株）
ＮＰＯ法人 富士賛会議
一般社団法人 古沢共和会
みどり美術印刷（株）
（有）みやざきや
睦産業（株）
薮田建設（株）
（株）ヤマトヤ
公益社団法人有隣厚生会 富士病院
（株）リトルスター
JAAC日米学術センター

　今年もコロナ禍が続いており、会員の皆様も新しい生活習慣に
おいて、不自由さを感じているのではないかと思います。協会の活
動も、会員の皆様や市民の皆様が一堂に会しての行事ができな
い状態です。
　９月２２日付毎日新聞の“なるほドリ”に、｢コロナ禍、国際交流どう
なった？｣との記事がありました。私たちと同じ問題をどの団体もかか
えており、オンラインでの交流に切り替えて行っています。
　ウィルス感染については、科学的に解明されていないところが多

く、現在行っている対策が有効であったか将来
検証する必要があると思います。少なくとも、私
たちの活動もオンラインなど人が集まらなくてもよ
いように対応することも、１つの活動として検討
していきたいと思います。
　今後、コロナ以前のように姉妹都市との交流が実現することを祈
念して挨拶といたします。

ご挨拶   　　御殿場市国際交流協会 会長　勝又 孝文

　❷外国籍児童・生徒日本語発表会「第26回日本語で話す会」
    ○日時：令和3年11月中旬
        新型コロナウイルス対策として、ビデオ撮影による開催を予定、HPで配信
　❸ＧＩＡ国際交流フェア2022
　○在住外国人との交流「ゆうあいサロン」と統一し、在住外国人の文化を紹介する情報発信を計画
　❹外国籍児童・生徒補習教室「ふじ山教室」の管理・運営支援
　❺在住外国人のための日本語講座
　❻在住外国人支援のための「やさしい日本語講座」を新規開設
　❼各種団体の事業への参加、協力

GIA
事務局

事務局
土屋 正門
永田 愛

習字の体験風景

語学講座

日本語能力試験に向けた勉強、仕事での会話、履歴書の書き方などを学びました。
4月からの回の最終日には書道体験をし、有意義で楽しい講座でした。

●受講生は随時募集しています。日本語を勉強したい外国人の方は、GIA事務
　局までお問い合わせください。

本協会紙は年3回、全家庭に配布しています。
掲載を希望される企業・団体は国際交流協会事
務局に連絡して下さい。

御殿場市民会館　研修室

2021年１月１４日～３月25日　　木曜日 全10回(受講生3名スリランカ、ブラジル、ペルー)
2021年4月15日～7月1日  　　木曜日 全10回(受講生２名ブラジル、ペルー)
2021年7月15日～10月28日　木曜日 全10回(受講生２名ブラジル、ペルー)
講   師: 日比野 細織先生(アシスタント/永田 愛さん)
受講料: あり

英会話初/中級・中国語初級・韓国語初級
語 学
講座
応募者の多かった英会話初・中級、中国語初級、韓国語初級は、9月初旬開始を予定していましたが、コロナの感染
拡大による緊急事態宣言の影響で中止しました。

貴社の広告載せませんか?

お問い合わせ 事務局（TEL.0550-82-4426）まで

高品質な印刷物なら
記念誌・広報誌・カタログ・パンフレット
カラー広告・オフセット紙工品・事務用帳評等

　オフセット印刷

小ロットの印刷物なら
カタログ・パンフレット・ポストカード・名刺等

　オンデマンド印刷

屋内サイン、ＰＯＰ、ポスター等

　大判インクジェット出力

Tel . 0550-82-0151（代）
（8：30～16：00まで）

Fax. 0550-82-3843（24時間対応）
mail. gotembaprint@ny.tokai.or.jp

〒412-0043 御殿場市新橋2000

担当：稲葉・須山

デザイン・印刷トータルサポート

SINCE 1903

　6月12日（土）ふじ山教室近くにある会長の畑
の一部を借り、GIA有志が植えたジャガイモの
“いも掘り”体験をしました。いも掘りが初めての
子供たちもいて、久しぶりに楽しみました。掘っ
たジャガイモは、子供たちが持ち帰りました。 たくさん取れたよ!

　6月17日（木）～7月1日（木）御殿場市民交流センター「ふじざくら」内にて、市民活動団
体発表展「ふらっと展」が開催されました。今年もGIAのイベントの写真、ふじ山教室の紹
介、ふじ山教室ボランティアの募集ポスターなどをパネル展示しました。
　「ふらっと展」の動画は、御殿場市民活動支援センターホームページ上のYouTubeチャ
ンネルから見る事が出来ます。

GIAの展示

　7月25日（日）御殿場駅前のオリパラライブサイトのイベントに、市の招待を受けて
会長が出席しました。GIAは、今年“オリ・パラへ向けての支援体制”を活動目標に
挙げていました。

出席した勝又会長

に　　ほん     ご    こう     ざ

右のQRコードから見る事ができます。▶

新型コロナの影響により
変更・中止になることがあります。

　※会長挨拶の動画をホームページに掲載していますので、どうぞご覧ください。


