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本年度も新型コロナウィルス感染拡大防止の観点により、２０２１年度通常総会を書面表決に

て開催いたしました。 

２０２０年度事業報告、収支決算報告並びに役員の選任、２０２１年度事業計画、活動予算な

ど全議案について可決されました。 

また、同日開催された理事会（書面表決）において宮本理事長、大木副理事長、冨永副理事長

が再任されました。 

【議案】 

第１号議案 ２０２０年度事業報告について     賛成４２ 反対なし 

第２号議案 ２０２０年度収支決算報告について   賛成４２ 反対なし 

第３号議案 役員の選任について          賛成４２ 反対なし 

第４号議案 ２０２１年度事業計画（案）について  賛成４２ 反対なし 

第５号議案 ２０２１年度活動予算（案）について  賛成４２ 反対なし 

 

 

役 職 
新任 
再任 

氏 名 所 属 等 

理事長 再任 宮本 邦夫 
元赤穂市教育長 

元中学校校長 

副理事長 再任 大木 善夫 赤穂商工会議所会頭 

副理事長 再任 冨永 雅久 JICA兵庫シニア OV会 

理事 再任 
SAITO MICHIKO 
（10/4付退任） 

ハワイ留学支援センター 姫路事務局 

元サンフランシスコ金門学園園長 

理事 再任 上杉 元秀 
元赤穂市教育次長 

元中学校校長 

理事 再任 塩飽 康正 
（一財）ジャパンアートマイル副理事長 

元市職員 

理事 新任 末政 圭介 関西福祉大学事務局次長 

理事 新任 目木 まゆみ 赤穂市子育て学習センター補助員 

理事 再任 松本 久典 赤穂市市民対話課長 

監事 再任 寺田 榮治 
赤穂市監査委員 

元みなと銀行執行役員 
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赤穂市国際交流協会では、今年も８月３日（火）か

ら８日（日）にかけて、市立図書館において「私の国

際協力と異文化体験」をテーマに、市制施行７０周年

記念協賛事業として写真展と講演会を開催しました。 

講演会では、ＪＩＣＡ関西の木村課長を講師に迎え、

ＪＩＣＡの活動についてご講演いただいたほか、海外

での支援活動を行った２名の方に、現地での活動や生

活習慣、交流など任地での体験談について、ご講演を

いただきました。 

写真展では、海外での活動中に撮影した写真や赤穂

市の姉妹都市ロッキングハム市との交流活動の展示

を行い、訪れるのが難しい様々な外国の様子をご覧い

ただきました。 

 

 

JICA関西 木村卓三郎市民参加協力課長「国際協力の現場から～在外１１年のよもやま話～ 

ＪＩＣＡ関西の木村課長は、青年海外協力

隊員として赴任したインドネシアの南スラ

ウェシ州、その後ＪＩＣＡ職員として任務に

あたったインドネシアのジャカルタ、エチオ

ピア、タンザニアでの滞在経験を基に、当時

の写真を交えながら、自身の生活を通して経

験したことについてご講演いただきました。 

 

 

奥田美咲さん「モンゴルって どんな国？」 

 作業療法士として勤務されていた奥田さんは、青年

海外協力隊員として、モンゴルの病院に２０１８年１

０月から２０２１年３月まで赴任されました。現地で

は、新人作業療法士への指導や医師、看護師を対象と

した勉強会の開催などにより、知識や技術の向上、作

業療法士を理解してもらう活動を行いました。今回の

講演では、こうした現地での活動のほか、モンゴルの

気候や文化などについてご講演いただきました 
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長嶋正明さん「内戦１０年 中東の国シリア」 

シリアは「アラブの春」から内戦状態が１０年余

続いていますが、長嶋さんはその内戦状態以前にＪ

ＩＣＡのシニアボランティアとしてシリアに赴任

し、繊維製品マーケティングなどの支援活動を行い

ました。内戦状態になる以前の平和だったシリアの

日常生活、親日的であり甘党が多い国民性、シリア

の宗教性や豊富な遺跡などについて、多くの写真と

ともに紹介いただきました。 

 

●これからも、さまざまな国の文化に触れていただくため、たくさんの方に協力していただき

ながら、講演会や写真展を開催していきます。 

 

 

 

一昨年度から、日本で生活する外国人の支援のため、「外国人に日本語を教える技術」の習得

を目的として日本語の教え方講座を開催しています。 

本年度は初級（前期）として、９月から２月までの毎月１回、

計６回シリーズで開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市制施行７０周年記念協賛事業として姉妹都市交流

展を開催し、赤穂市の姉妹都市であるロッキングハム

市ゆかりの品々やこれまでの交流の記録などを展示し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回数 開 催 日 

第 1回 9月２６日（日） 

第 2回 10月 2４日（日） 

第 3回 11月 2８日（日） 

第４回 12月 2６日（日） 

第 5回 1月３０日（日） 

第 6回 2月 2７日（日） 

場 所：赤穂市民会館２階 中会議室 

時 間：各回とも 13：00～15：30 

受講料：無料 

講 師：池上 智恵子 先生 

（海外産業人材育成協会関西研修センター 元講師） 

場 所：播州赤穂駅２階 自由通路ギャラリー 

期 間：令和３年１２月１日～１４日 

展示物：姉妹都市のあゆみ、ロッキングハム市の紹介、 

ロッキングハム市ゆかりの品々、交流活動の記録写真 等 
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日日本本語語教教室室 受講生・ボランティア講師募集中！ 
赤穂市国際交流協会では、毎月２回、赤穂市で生活する外国籍の方々に日本語学習支援を行う「日

本語教室」を開講しています。 

日本語を学びたいという外国人の方、外国人に日本語を教えたいという方、ぜひお気軽にご相談

ください！ボランティア講師には、特別な資格は必要ありません。興味を持っていただける方は、

お気軽に一度教室をご見学ください。 

日時：毎月２回（第２、第４火曜日）１９：００から２０：３０ごろまで 

場所：赤穂市役所 ２階 ２０４会議室 

ご相談や見学の希望は国際交流協会事務局（赤穂市市民対話課）まで  

電話（０７９１）４３－６８１８ FAX（０７９１）４３－６８１０ 
 ２０２１年度事業 今後の予定 

日  程                    内  容 
令和４年２月中旬      ふれあい交流会 ひょうご国際交流キャラバンプロジェクト 
令和４年３月１３日（日）  やさしい日本語教室【第１回（生活・行政情報編）】 
令和４年３月１９日（土）  やさしい日本語教室【第２回（教育・学校情報編）】 
令和４年３月２７日（日）  やさしい日本語教室【第３回（災害編）】 
＊詳細が決まり次第、ホームページ等で募集を行います。 

  

２０２１年１０月１６日、赤穂市の海外姉妹都市、西オー

ストラリア州ロッキングハム市のバリー・サメルズ市長が退

任されました。 

サメルズ市長は２００３年に就任、第１００回 （２００

３年）と第１１５回（２０１８年）の赤穂義士祭に出演され

るなど、本市との交流にご尽力いただきました。  

 

特定非営利活動法人 赤穂市国際交流協会    AKO INTERNATIONAL FRIENDSHIP ASSOCIATION =AIFA= 

（市役所市民部市民対話課内）         （located at the Citizen Dialogue Department in City Hall） 

〒678-0292  赤穂市加里屋 81番地                1st floor, 81 Kariya, Ako, Hyogo 678-0292, Japan  

    Tel(0791)43-6818    Fax(0791)43-6810           

E-mail taiwa@city.ako.lg.jp    http://www.city.ako.lg.jp/shimin/machizukuri/kokusaikouryu.html 

ボランティア／会員募集 

協会の企画運営・会報作成等のお手伝いをしていた

だける方を募集しています。事務局まで連絡下さい。 

併せて、協会会員も随時募集中です。 

【年会費】個人会員     １口  1,000円 

     法人・団体会員   1口 10,000円 

★ VOLUNTEERS WANTED ★ 

・Volunteers for planning / operating  

・Volunteer for Newsletter editing 

Please contact AIFA(Information below) 

★ SPONSOR MEMBERS ★ 

【Annual membership fee】 

・Private：¥1,000 

・Corporation：¥10,000 

mailto:%20taiwa@city.ako.lg.jp

