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  ☆★☆  平成３０年度通常総会を開催しました ☆★☆  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

新緑がまぶしい季節を感じるようになってきた今日この頃です。４月２５日（水）、平成３０年度瀬戸市国際

センター通常総会を開催しました。当日は天候にも恵まれ、伊藤市長をはじめ多くの方が参加され、平成２９

年度の事業報告、決算報告及び平成３０年度の事業計画、収支予算案は承認されました。今年度も在住外

国籍の方との多文化共生事業や、国際交流に力を入れていきたいと思います。もちろん、会員や市民の皆

さんに興味を持っていただけるようなイベントや講座の開催、ＮＩＨＯＮＧＯスピーチコンテストなどの特色ある 

行事も継続していきます。これからも、会員の皆さんのご期待に添えるような事業を展開して 

いきたいと思います。平成３０年度も瀬戸市国際センターをどうぞよろしくお願いいたします。 

 

                       杉山理事長挨拶  

 瀬戸市国際センターの杉山と申します。平成３０年度瀬戸市国際センター通常総会にあたりまして、 

ひとことご挨拶申し上げます。昨年度、当センターは無事に 20周年を迎えることができました。 

20周年記念式典では、長年瀬戸市で日本語ボランティアにご尽力していただいております、 

3団体の代表者の方々に日頃の感謝の意を表して感謝状贈呈、式典後半ではラジオ DJ として 

人気のジェイムス ヘイブンスさんを講師としてお迎えし、「アメリカ人として日本に暮らし日頃感じる事」というテーマで、

真の国際化とは何かと考えさせられる内容でありながら、楽しく講演をしていただきました。 

当センターでは、ここ近年瀬戸で生活する外国籍の方々に役立つための事業を取り入れ、多文化共生化に向けた事

業を推進してきております。外国籍の方々のための「日本語研修」の開講、定期的な外国人相談などの事業を展開して

まいりました。これら事業の実施に際しては、一般財団法人日本国際協力センター（JICE）をはじめ瀬戸市教育委員

会、瀬戸北ロータリークラブなど関係機関やボランティアの皆様のご支援やご協力を頂いており、関係各位の皆さま方

のご協力に感謝をいたします。今年度は、次のステージへの第一歩となる年であります。今後の瀬戸市の将来を築く子

供たちを対象とした事業や在住外国人への支援を重点事業として、より一層積極的な事業展開に取り組んでいきたい

と考えております。さらには、NIHONGO スピーチコンテストも昨年記念すべき第１０回目を迎え、過去最多に並ぶ 

27名からご応募をいただき、国際センターの事業として根付いてきたことを感じました。多くの外国人の方々の日本で

生活するための日本語を学ぶ機会になっておりますので、今年度も引き続き、多くの方からご応募いただけるよう尽力

いたします。なお、会員の皆さま方には、会報を通じて随時、事業のご案内をいたしますので、是非ともご参加頂きまし

て、国際センターをとおして、この地域の国際交流推進にご協力をお願いいたします 
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今年度の記念品 

 

 

 

  

  

☆★☆  国際センター事業の助成案内  ☆★☆  

 平成３０年度、瀬戸市国際センターの事業につきまして、下記の通り募集します。 

 瀬戸市国際センターでは、平成３０年７月以降に瀬戸市を中心に行なわれる国際交流を推進する事業

への助成を行っています。補助対象事業については下記の通りです。 

各項目の詳細は、センター事務局までお問合せください。申請期間等は下記の通りです。 

≪国際交流事業について、補助対象経費額が４万円以内の事業には新たな補助率が適応されます。        

ぜひご活用下さい！≫  

 ◆補助対象事業 ： 平成３０年７月から３１年３月までに行われる事業 

 ◆申 請 期 間 ： ６月１日（金）から６月１８日（月）必着 

 ◆申請書類配布場所及び問合せ先 ： 瀬戸市国際センター 事務局 

 

 
 

 

 

補助事業名 補助対象グループ 補助率 備　　考

1 国際交流事業
センター団体会員
個人会員で作るグループ（全員
が会員であること）

【補助対象経費額が４万円以上】

補助対象経費額の1/2以内
（千円未満は切り捨て、ただ

し、上限20万円）

【補助対象経費が４万円未満】

補助対象経費額の4/5以内
（千円未満は切り捨て）

新規事業に限る

2 語学学習補助事業
センター団体会員
個人会員４名以上を含む８名
以上のグループ

対象経費の1/3以内、上限3
万円

３年間は継続申請可

3 こども国際交流基金事業
瀬戸市を中心として活動を行っ
ている団体・グループ

対象経費の1/2以内、上限
20万円

１８歳未満の子どもを
対象とした新規事業

 ※補助金の交付金額は、予算の範囲内での交付となります。 

   申請金額すべてが交付決定されないこともありますので、ご承知おきください。 

30年度は、会員の皆様への記念品として、普段からお仕事や自宅においても、 

いつでも使っていただける「ボールペン」をご用意しました。 
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新年度が始まりました。今年度の外国語交流サロンでは、新たに中国語のサロンを開催します。 

まずは、毎月 土曜日に１回開催します。英語は、毎週土曜日に開催します。 

土曜日にサロンを開催しているのをご覧になり、興味を持っていただき、センターの会員になってくださる

方がいらっしゃいます。とても嬉しいことだと感じています。 

会員の皆様でサロン未経験の方も是非サロンにお越し下さい！！ 

パートナーも大歓迎でお待ちしています♪ 予約不要です！参加できる日にお越し下さい。 

事務所にて受付しますので声を掛けて下さいね♪ 

外国語交流サロンについて 
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19 第１会議室 リナ 第２会議室 リナ

26 第１学習室 ナターシャ 第１会議室 マリリン

19 第２学習室 北村楊子 第１会議室 .張建洪

５月のスケジュール（中国語）

５
月

午前
10:00～11:30

午後
14:00～15:30

午後
14:00～15:30

初級10:00～10:40
中級10:50～11：30

初級14:00～14:40
中級14:50～15：30

休み　第１会議室

日付
初めての方10：00～10：40

お話ができる方10：50～11：30
初めての方14：00～14：40

お話ができる方14：50～15：30

５月のスケジュール（英語）

５
月

日付

午前
10:00～11:30

休み　第１会議室

☛パートナーの変更も考えられます。 

お電話か HP にて確認ください。 

 

 中国語パートナー紹介です！！ 

 北村楊子 (きたむら ようこ)・.張建洪(ちょう けんこう)・罗敏(ろ みん)・桂麗 (けい れい)・.

高 秀環（こう  しゅうかん)・刘晓婷(りゅう しょうてい)・陶俊（たお じん）・.馬瑩(ま いん)・.陳

芳 （チンホウ）・森岛淑美(もりしま よしみ)・平岡沙友里（ひらおか さゆり）・陈亮(ちんりょ

う)・王 秋(おうあき)・王宇婷（おうゆいてぃん）の以上の方々がパートナーとして、皆さんと楽

しくお話しして交流していただきます。 

 

2 第１会議室 ナターシャ 第2会議室 休み

9 第１会議室 ロクサナ 第１会議室 マリリン

16 第１会議室 リナ 第１会議室 リナ

23 第１会議室 ロクサナ 第１会議室 イゴール

30 第１会議室 ナターシャ 第２会議室 マリリン

16 第１学習室 罗　敏` 第２会議室 桂　麗

６月のスケジュール（中国語）

６
月

午前
10:00～11:30

午後
14:00～15:30

午後
14:00～15:30

初級10:00～10:40
中級10:50～11：30

初級14:00～14:40
中級14:50～15：30

日付
初めての方10：00～10：40

お話ができる方10：50～11：30
初めての方14：00～14：40

お話ができる方14：50～15：30

６月のスケジュール（英語）

６
月

日付

午前
10:00～11:30
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職員異動のご案内 

この４月より職員の異動がありました。 新事務局長 長谷川武宏 新事務局次長 青山泰子、職員に

は柳澤宏が勤務いたします。 

前事務局長 田口浩一、前事務局次長 井上紀和、職員 橋本ちがや、在任中には皆様に支えられて

勤務できましたことに感謝いたします。有難うございました。 

新体制での国際センターがスタートしました。これからも宜しくお願い致します。 

 

 

編集後記 

平成３０年度が始まりました。今年度も多くの情報をお

伝えしていきます。多くの皆さまに、よりセンターの活動

を知っていただき、更に興味を持ってもらえるようなニュ

ース作りをしていきたいと思います。 

今年度も宜しくお願い致します。  

（小村・加藤） 

◆【交流フェスタ 2018 in パルティせと】プロジェクトメンバー募集！！ 

１０月１３日（土）に開催される交流フェスタでは、瀬戸市国際センターも国際色豊かなイベン

トの開催を予定しています。今年度は、どのようなイベントとするのかプロジェクトチームを結

成し、企画・運営をしていきます。ご意見・ご提案をいただき、楽しい内容を企画してくださる

方々を募集します。 

（交流フェスタ開催まで、月１～２回打合せがあります。） 

ご応募いただける方は、５月３０日（水）までに、事務局までご連絡をお願いします。 

 

 

発行 ： 瀬戸市国際センター 事務局 

〒489-0044  

瀬戸市栄町４５番地 パルティせと 3階 

TEL : 0561-88-2790   

FAX : 0561-97-1171   

E-mail ： setokoku@gctv.ne.jp   

ＵＲＬ ： http://www.gc-net.jp/scic/ 

開館時間：月曜日～土曜日８：３０～１７：１５   

定休日： 毎週日曜日、 

     土曜日１２時～１３時 

 


