
 

 2022 年 1 月 31 日現在、御殿場市には 42 カ国 2,271 人の外国人が住んでいます。 
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優良賞 優良賞 優良賞 

優良賞 優良賞 優良賞 

 

 コロナの影響で運営費が縮小、イベントもほとんど開催出来ませんでした。「ゆうあい」の発行も全戸配布から回

覧板配布に変更しました。来年度は、工夫して国際交流に関するイベント開催や情報発信を考えていきたいと思いま

すので、皆様のご理解とご協力をお願い致します。また、御殿場市には約 2000 人の外国人が生活し、コロナで仕事に

影響が出たり、国に帰れなくて寂しい思いをしている方もいます。外国人の方は日本人と交流を望んでいます。見か

けたら、ぜひ声をかけてください。  ※会員以外の方でも、具体的活動提案・アイデアがありましたら、お気軽に

事務局へご連絡頂けると幸いです。ぜひ一緒に活動しましょう。 

 発行日 2022 年 3 月 20 日 

発 行 御殿場市国際交流協会 
編 集 広報部会 

ビデオ審査日 2022 年３月 5日(土) 

 2022 年 1 月 22 日に行う予定でしたが、コロナ感染増の為、各学校に生徒の個別ビデオ撮影をお願いし、別途、審

査員だけでのビデオ審査としました。各学校では、ビデオ撮影時に飛沫防止透明パーテーションを使用するなど、細

心の感染対策を行いました。 

今年度は、南中学校 2 年の大久保咲智さんが”The 5th SDG and what it means to me”という題名で最優秀賞に選

ばれ、副賞として姉妹都市である米国チェンバースバーグ市のウィルソン大学から学長賞が贈られました。国際ソロ

プチミスト御殿場特別賞は高根中学校 2年の横畠カオリさん、優秀賞は南中学校 2年の芹沢茜音さんが選ばれました。

審査委員の岩田雅子先生(高等学校非常勤講師)からは、「皆さんとても素晴らしく、審査はとても難しかった。自分

の言葉として語れるのが一つの審査基準になるが、皆さんとても工夫されていた。自信を持って今後も続けて下さ

い。」また、脇 あつ子先生(高等学校非常勤講師)からは、「皆さんの発表は、とても上手で印象に残り、未来を任せ

られる子供たちが育っている事を嬉しく思いました。」などの講評を頂きました。 

 

4 月予定で準備中ですが、会員の方

は、発表動画を GIA ホームページか

ら見ることができます。設定が必要

なので、視聴希望者は、GIA 事務局

まで、メールでお問い合わせ下さ

い。 

横畠 カオリさん(高根中 2年) 

“Interpreters -People who connect 
 people with other people-” 

国際ソロプチミスト御殿場賞 

大久保 咲智さん (南中 2年) 

“The 5th SDG and what it means to me.” 

 

最優秀賞 

芹沢 茜音さん(南中 2年) 

“All You Need Is Love” 

優秀賞 

長田 侑里乃さん(原里中 2年) 

“Having A Dream Makes Life Better” 

優良賞 

浪岡 貴来里さん(西中 2年) 

“Why I Study English” 

 

優良賞 

内田 大翔さん(高根中 2年) 

“The Power of ‘ ’” 

優良賞 

湯山 修恩さん(御殿場中 2年) 

“Change the Future of the Earth” 

優良賞 

主藤 未雅さん 

(富士岡中 2年) 

“Changing Myself”  

優良賞 

三澤 結さん 

(西中 2年) 

“School/Life Balance" 

優良賞 

北村 充さん 

(御殿場中 2年) 

“What makes a good listener?” 

優良賞 

山田 紗綾さん 

(富士岡中 2年) 
“Take A Step Forward” 

優良賞 



GIA では会員を募集しています。一緒に活動しましょう!  詳しくは事務局(TEL.0550-82-4426)までお問い合わせ下さい。 

 

 
  2021 年 10 月 31 日(日)～11 月 9 日(火)御殿場市民交流センター「ふじざくら」 

 内にて市民活動見本市に展示参加しました。コロナ感染予防のため規模を縮小 

しての開催でしたが、GIA の各種イベント写真、ふじ山教室の紹介などのパネル 

展示と説明動画で参加しました。参加団体の動画は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。 

    2021 年 11 月 6 日(土)ふじ山教室の子供たちとさつまいも  

 掘りを行いました。さつまいもは会員有志により、会長の 

 畑の一角を借りて植え付けられたものです。大きく立派に 

 育ったさつまいもを皆で賑やかに掘り、楽しいひとときを 

 過ごしました。 

  収穫されたさつまいもは子供たちが持ち帰りました。 

   

 GIA 日本語講座 
 2021 年 11 月 4 日(木)～2022 年 1 月 13 日(木) 御殿場市民会館 会議室 

 講師：日比野 細織先生 (アシスタント：永田 愛さん)  

 受講生：4名(ブラジル・ペルー・スリランカ 2名)  

 今年度 3期目となる日本語講座が開催されました。 

この講座を受講して日本語を学びたい人は GIA 事務局までお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 

 

GIA の展示 

 

〒412-8601 御殿場市萩原４８３(御殿場市役所本庁舎 1階) 
TEL :

E-mail : 
URL :

楽しかったです!! 

          

 

 ｢日本語で話す会｣は市内に在住する外国籍の児童・生徒の皆さんが、日頃の生活の中で感じていることや将来の夢な

どを日本語で発表する会です。昨年度は新型コロナの感染拡大で中止になりましたが、今回 2 年ぶりに開催されました。

規模を縮小して付き添いの家族以外は無観客とし、発表の様子を撮影するという方法で行いました。発表者は緊張しな

がらも、自分の思いを一生懸命伝えてくれました。会長から表彰状と記念品が贈られました。 

2021 年 12 月 19 日(日)  
御殿場市民会館第 7 会議室 

玥

 2021 年 11 月 4 日(木)～2022 年 1 月 13 日(木) 御殿場市民会館 会議室 

 講師：日比野 細織先生 (アシスタント：永田 愛さん)  

 受講生：4名(ブラジル・ペルー・スリランカ 2名)  

 今年度 3期目となる日本語講座が開催されました。 日比野先生(写真左)と受講生(写真右)  

 

 

 

 人が集まることにさまざまな制限がある今、在住外国人の

方々と、普段の生活の中で関わり合いを持つことの大切さを

実感する出来事がありました。 

 そのような関わり合いのきっかけづくりが GIA でもできる

よう、工夫をしながら活動していきたいと思います。(O.T) 

あとがき 

会員の方は、子供達のがんばった発表動画を GIA ホー

ムページから見ることができますが、設定が必要です。

視聴希望者は、GIA 事務局まで、メールでお問い合わ

せ下さい。 


