
1 

 

NPO法人あすみが丘国際交流  No.70  2017.4.6発行  会員数 929名（2017.3.21 現在） 

住所 〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘４-１-６ エクレール土気 101 

TEL／FAX ： 043－294－9551   E-mail : aifs@eastcom.ne.jp 

Asumigaoka International Friendship Society ＝ A I F S （アイフス） 

https://www.npo-aifs.org/   http://aifs.cocolog-nifty.com/blog/ 

この広報誌は、配付ボランティアの方が、全会員宅に手配りしています。 
 

 

世界はめまぐるしく動き日本もその流れに巻き込まれますが、 

地球は同じように回り、桜は咲き、人は活動してい

ます 

我々も地球や世界と伴にあるという事を忘れずに

いたいものです 
 

 

 

 

 

新理事長挨拶 

皆様こんにちは！！ 

此のたび、AIFS総会および新理事会において理事長に選任されました佐藤智弘と申します。 

昨年までとは違い、役員総勢６名という少人数でのスタートとなりましたが、与えられた２年間の任期にお

いて何ができるかを考えながら鋭意活動して参ります。 

皆様ご存知の通り地元組織としては各自治会があり活発に活動しております。しかしながら国際交流

という冠が付いた団体においては自治会以上のより幅広い意識と見識を持って活動することが求められ

るものと考えております。ともすれば自治会活動の延長線上に陥りがちなところもありますが、団体の本

来の目的とする事業を模索しながら進めてまいりたいと思っております。ここ数年、多少組織内の乱れが

あったように聞き及んでおり、総会においてもそれが露呈されていたように見受けられましたが、今般、役

員全メンバーが一新されました。今後は国際交流という基本理念に立ち戻り、これまでの諸先輩の実績

を振り返りながら少数精鋭で可能な限り組んで参ります。 

会員の皆様においても、ワクワクするような企画があれば是非アドバイス頂きたく考えております。 

歴史ある「あすみが丘国際交流」を一緒に育てて参りましょう。 

 

                         平成 29年 3月吉日 佐藤智弘 
 

 

ニュースレター目次 

総会報告 第 14回通常総会報告 Ｐ２ 

新年度計画、活動案内 花いっぱい運動とくらしのにほんごくらぶ Ｐ３ 

新役員の挨拶、活動報告 新役員の挨拶とくらしのにほんごくらぶ活動報告 P４ 

活動報告 くらしのにほんごくらぶ P5 

お知らせ他 ニュースレター配布ボランティア募集、理事会だより他 P6 



2 

 

総会報告 
第１４回通常総会 
第１４回通常総会が開催されました。 

日時 平成２９年１月２９日（日） １０：００～１４：２０ 

場所 あすみが丘プラザ ２F多目的室 

参加会員 ４９名 

 

理事長の挨拶に始まり、議長が選出され、議案第１号

（事業報告）、議案第２号（活動計算書、貸借対照表、財

産目録）が各担当理事から報告され、監事から監査報告

が報告され、採決の結果、可決されました。 

議案第３号（事業計画）、議案第４号（活動予算）に関

しては、報告されたが、新役員の立候補が少ない中での

提案であり、議長発案で、議案第５号（再任役員及び新

任役員選任）を先に審議した。議案書では、再任理事１名、

新任理事０、新任監事０であったが、本総会で新たに立候

補者を募集したところ、理事候補６名と幹事候補１名の方

が立ち上がってくださいました。 

採決（出席者＋特定委任欠席者）を行った結果、新理事

として、内藤一芳氏（６丁目）、佐藤智弘氏（７丁目）、室谷

貞子氏（７丁目）、内藤陽子氏（７丁目）、金井章男氏（９丁

目）の５名、新監事として橘高明氏（７丁目）が選出されま

した。 

議案第３号（事業計画）、議案第４号（活動予算）に関し

ては、新役員で、新たに見直しを図り、NL などで公にして

いくことで、通常総会は終了しました。 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度の監査報告の文書訂正をお願いしま

す。 

① 第１４回通常総会議案 P13の業務監査の 1の

最下段 

  １１月 2４日所轄所を所轄庁と訂正をお願いしま

す。 

② P14 の補足説明 6 項ガソリン代ダブり請求は

請求書のコピーを会計帳簿の出納簿と元帳の

確認をしなくて大変な誤解を与え、皆様、ま

た、心当たりの当事者に心より陳謝します。す

みませんでした。 

上記の内容を総会当日に説明しましたので御出席

出来なかった会員のみなさんに対して AIFS 機関紙

で説明しますので宜しくお願いします。 

      平成２８年度監事  森山源次 

 石田英典 

 

http://aifs.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2017/01/30/p1280543.jpg
http://aifs.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2017/01/30/p1280546.jpg
http://aifs.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2017/01/30/p1280545.jpg
http://aifs.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2017/01/30/p1280548.jpg
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新年度計画 
 

１ 定例理事会  

毎月第 2日曜日 AM9:00～12:00 (於： AIFS事務所）・・・・・・定期開催 

２ 在日外国人との交流事業 

各団体との交流を行う     ・・・・・・７月頃予定  

土気高・留学生ホームビジット(ホームステイは無し）・・・・・・７月頃予定 

千葉大留学生と土気高学生交流  ・・・・・・８月頃予定    

3 地域住民との交流事業 

  「あすみが丘プラザまつり」への参加 ・・・・・・１１月    

  会員･ボランティアの交流会・・・・・・１０月 、1月、総会終了後、計 3回予定   

4 地域環境保護事業と管理 

  「花いっぱい運動」として土気駅前・・・・・・６月、１１月   

  プラザの花植え・・・・・・随時 

5 地域情報発信事業 

  広報誌「ニュースレター」の発行。会員全員に配布  

年３～４回予定、本年第１回目３月末予定、６月、１０月、１月  

  ホームページの運営 ・・・・・・逐次更新      

６ 語学及び文化交流事業 

  「くらしのにほんごくらぶ」による外国人向文化事業の運営   

        ・・・・・・毎週火曜日(プラザ)、木曜日(事務所）に開催    

７ 新規事業  

  検証中(収益の伴うものを主体に採用して行く）・・・・・・未定  

 

 

活動案内 
 

花いっぱい運動（年間予定）  
地域の文化振興と環境保護事業で千葉市支援事業 

として10年前から続けている活動です 

・６月・・・駅前花植え（第１回目）  

・７月～１０月(約１０週間)・・・夏季期間（水やり作業）  

・１１月・・・駅前花植え（第２回目）  

※あすみが丘プラザ駐車場の花植えは随時  

緑区土木事務所の花植え選定業者の入札は新年度４月以降です。  

花植えは例年通り、６月に予定しています。  

日時は、決定次第お知らせ致します。その節はご協力をよろしくお願い致します。 

くらしのにほんごくらぶ  
・火曜日 木曜日に活動できる方、募集しています。 

・日本在住の外国人に日本語の学習を、ご支援できる方 

・これからボランテイア活動に、ご協力できる方 

・県の国際交流センター、市の国際交流協会主催の日本語教育に関する講習会にも参加でき

ます。 

初めての方も大歓迎です。さあ、皆さんと一緒に、始めてみませんか。 

問合せ先 あすみが丘国際交流事務所  電話／FAX 043-294-9551（木曜日 10時～16時） 

この活動を紹介した記事が「ちいき新聞」に掲載される予定です。 是非ご覧下さい。 
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新役員の挨拶 
 

あすみが丘に住んで間もない頃、「国際感覚とおしゃれ」というテーマで著名人を招き講演会が開催さ

れていました。なんとグローバルな地域だと感嘆致しました、その後ＮＰＯ法人あすみが丘国際交流となり、

この恵まれた環境の下、様々な活動が展開されています。しかし寄せられた中には権利ばかりが横行し

義務を果たすことを怠る意見が見られます。今、眞にこの地域ならではのコミュニティーづくりが問われて

いると考えます。会員の皆様とご一緒に参加してまいりましょう。どうぞ、お力添えを宜しくお願い致します。 

室谷貞子 

 

東急ストア、ユニクロ、ケーズデンキなど有名店が姿を消し、老人ホーム、介護会社、葬祭ホールなど

が目立つようになりました。 街の老化が進んでいるのでしょうか。 そんなあすみが丘で 「住みやすい

街」 を目指し、いくつかの NPO が活動しています。 緑の環境を守る NPO や、弱者に優しい NPO、若者

主体の町おこしの NPO などです。 「あすみが丘国際交流」もそのひとつです。 あすみが丘をより住み

やすい街にするため、活気ある若々しい街にするため、何ができるか考えたいと思います。 例えば、地

域の若者に “異文化との触れ合いの場を提供すること” などやってみたいと思います。 

 内藤一芳 
 

あすみが丘の街の発展とともに、年々充実した活動を行ってきている「あすみが丘国際交流」という組

織の中で、少しでも皆様のお役にたてたらと考えています。今回は荷の重いお仕事を頂戴し、緊張する毎

日ですが、与えられた課題を少しずつクリアしながら、よりよい活動ができるようにしてまいります。よろし

くお願いします。 

内藤陽子 

 

ＩＴを使って便利にしましょうというのが私のテーマです。年をとって体が動かなくなっても、情報を受けた

り発信したりの活動が制約されることはありません。簡単に世界につながることもできるし、コストを節減

することもできるはずです。コミュニケーションの質とスピードのアップを狙って、新ホームページには

Jimdoを、会計ソフトには Freeeを導入しました。そもそも、お遊びやコミュニティー活動にＩＴは親和性が高

いのです。私が参加している地元テニス倶楽部でもコートの予約や人のマッチングに最高のツールとして

活躍しています。釣りの同好会のようなところでは釣果の自慢をしあうのに最適と大いに使われているよ

うです。皆様、是非ご協力ください。 

金井章男 
 

活動報告 
くらしのにほんごくらぶ  
◎「菊の観賞」と「紅葉狩り」 

 平成 28 年 11 月 8 日（火）10 時～12 時 あすみ

が丘プラザ 公園など 参加者 7名 

 ・菊の観賞 

 この日は、日本語学習者 2 名（フイリピン 1 名、タ

イ 1 名）、会員 5 名が参加し、あすみが丘プラザに

展示されている「第 9 回プラザ菊まつり」（主催  あ

すみが丘プラザ菊作り同好会）を観賞しました。約

30 鉢の赤、黄、紫の大輪が展示され、2～3 年で大

輪の花が咲くとの説明文を読みながら、学習者は

日本の菊の美しさに、魅了されていました。 
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 ・紅葉狩り 

菊の観賞の後、プラザ周辺の公園、ワンハンドレッド 

ヒルズを中心に散策しながら、紅葉を鑑賞しました。高

級住宅街などの並木道には、アメリカカエデが真っ赤

に紅葉し、時折り舞いながら散る葉に歓声を上げ、そ

の美しさに学習者も「初めて拝見ました。」と、大喜びで

した。 
  

  学習者と会員が作った俳句  

  

・彩りの 豊かに菊の 大輪群 

・歩車道を 赤と黄に染め 紅葉散る 

 

◎ 節分 豆撒き  

平成 29年 2月７日（火）10時～12時  AIFS事務所   10名参加    

 今年の節分（立春の前日）は 2 月 3 日で、その日は中国から伝わったとされ

る、豆を撒いて鬼を追い出し、福を呼び込みます。 

「くらしのにほんごくらぶ」では 7 日に行い、日本語学習者 5 名、会員 5 名が参

加し、豆を撒いて厄を払い、今年の恵方の北北西のやや右に向かって恵方巻

を賞味しました。  

 この日本の行事を体験した学習者によると、鬼を追い出し、1 年の幸せを家

に呼び込むことに大変興味深く感じたようです。韓国では立冬の前日に家の周

囲に小豆を撒くという伝統行事があるそうです。 

 学習者の俳句 
 

     豆まいて みなのしあわせ お願いし 

  

◎日本語能力試験Ｎ１に合格 

・日本語学習者のＹさん（タイ出身）が、日本語能力試験Ｎ１に合格しました。こ

の試験（国際交流基金・日本国際教育支援協会 共催）は、幅広い場面で使

われる日本語を理解できるという、一番難しいレベルです。Ｙさんのご努力が

実り、本当におめでとうございます。 

   

◎雛祭り  

平成 29 年 2 月 28 日（火）10 時～12 時  あす

みが丘プラザ    10名参加 

 3 月 3 日は 5 節句の一つである「雛祭り」（桃

の節句）ですが、一足早く 2 月 28 日（火）に行

い、日本語学習者 3名・幼児 1名と会員 6名が

参加しました。会場には、会員の持ち寄った内

裏雛（天皇・皇后の一対の人形）、雪洞、菱餅、

桃の花などを飾ったり、折り紙で内裏びなを作

りました。 

 「雛祭り」は古代中国から日本に伝わりましたが、女の子の幸せを願う節句であることを説明すると、学

習者（フイリピン ニュジーランド）は、自国にはそのような行事はなく、大変興味を持ったようです。その後、

プラザのロビーに飾っているひな壇を観賞し、有意義で楽しいひとときを過ごしました。 

  学習者俳句 

 

おりがみで おだいりびなを 作り合い
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広報誌（ニュースレター）配付ボランティア募集 
現在、３８人の配付ボランティアの方々に広報誌や総会資料を手配りしていただいています。 

９２９名の会員への配付には、まだまだ人手を必要としています。 

お手伝いいただける方は、AIFS事務所までお申し出ください。 

 

 

 

理事会便り 

◆転勤・転居の際のお願い 

 
入会届の住所から変更となる場合は、必ず届け出

をしてください。 

所在不明が確認されてから１年経過しても届け出

がない場合は、退会扱いにさせていただきます。 
 

オープン 木・金 

 
オープン時間帯１０時～１６時 

クローズ月・火・水・土・日・祝日 

悪天候や行事日の都合でクローズにする場合があり

ます。電話でお確かめの上、お越しください。ご用の

ある方は、下記にご連絡をお願いします。 

あすみが丘国際交流（ＡＩＦＳ）事務所 
千葉市緑区あすみが丘4-1-6 

エクレール土気101 

TEL／FAX：０４３－２９４－９５５１ 

E-mail：aifs@eastcom.ne.jp 

E-mailアドレスが上記に変更になりました。 
 

理事会開催日程 

 
第３回４月９日（日）９：００～１１：３０ 

場所：ＡＩＦＳ事務所 

会員の方はＡＩＦＳ事務所で傍聴できます。 

なお、傍聴される方は、事前に出席日時を 

事務所までご連絡くださるようお願いします。 
 

編集後記 

 
私が毎年、企画・参加している行事にグリーンウェイブがあります。国連が提唱して、「国際生物

多様性の日」の午前 10時に、世界各地の青少年の手で、それぞれの学校の敷地などで植樹を行お

う、と呼びかけているものです。世界各地において、現地時間の 5 月 22 日の午前 10 時に植樹す

ることにより、この行動が地球上を東から西へ波のように広がっていく様子を「緑の波（グリーン

ウェイブ）」と表現しています。なお、この日に世界各地で行われた行事は、その日のうちにグリ

ーンウェイブの WEB サイトで見ることができ、世界各地の参加者と経験を共有することができる

ようになっています。この波を想像すると、人は同じ地球という球体の上にいて、同じつながった

空気を吸っていて、なんか地球は一つという感じが伝わってきていいなと思いませんか。 

あすみが丘での開催は  5月 27 日（土） 10:00スタート （集合 9:30） 

ご興味ある方は、緑の環・協議会のＨＰ  

http://www.g-cycle.org/green-wave/gw-menu.html 

をご覧ください。 

金井章男 

http://www.g-cycle.org/green-wave/gw-menu.html

