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この度総会にて承認され、もう一期会長を務

めることになりました。どうぞ、今期も皆様方

のご指導をよろしくお願い申し上げます。

これからの２年を見通してみますと忘れては

ならない二つの重要な事項があります。

ひとつは 2019 年度に予定されている姉妹都

市提携 30 周年です。浦安市とオーランド市は

1989 年度に姉妹都市提携調印式を行いました

が、それ以降「友好の翼」など活発な活動を続

けています。姉妹都市提携をした後、活動が停

滞している都市もある中で、浦安市と UIFA は

オーランド市との関係を大切に育んでいます。

2019 年度に向けて有意義な記念事業を行うこと

ができるように準備をしていこうと思います。

もうひとつは、2020 年東京オリンピック・パ

ラリンピックです。これに関してはすでに車い

すバスケットボールのイギリスとオーストラリ

アチームの来浦時に通訳や案内の手伝いを浦安

市から依頼され、翻訳・通訳部会がお手伝いさ

せていただいています。これからも、このよう

な機会が多くあると予想します。しかし、2020
年に向けてはこのように浦安市からの依頼とい

う受け身の手伝いだけではなく、より積極的に

能動的に動き、UIFA の会員の皆様が活躍でき

る場面を創りだし、また浦安市のために貢献で

きるように努力したいと思います。

この二つは特に重要な事項ですが、それ以外

においても活発な活動を行いたいと思います。

そのためには若い方、柔軟な考えを持った方、

経験豊かな方などに積極的に UIFA に関わって

いただくことが必要です。どうぞ今まで以上の

皆様方のご協力の程をお願い申し上げます。

会長挨拶
会長 白木聖代
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2018 年度総会報告

2018 年度総会資料は、UIFA ホームページで

公開しています。ホームページのトップページ

より資料／2018 年度資料／2018 年度総会資料

と進んでください。冊子版は UIFA 事務局で配

布しています。詳細内容は、それを参照してく

ださい。

2017 年度活動報告

浦安市が作成した「浦安市国際化指針」に基

づいて計画した活動を実施してきました。具体

的な内容は、浦安市国際交流協会ニュース・

2017 年７月号 No.122～2018 年４月号 No.125
のバックナンバー（UIFA ホームページにも掲

載）に詳しく掲載してあるのでご覧ください。

主な活動は次の通りです。

１．言語学習部会外国語学習グループ

９言語 18 講座を年間各 30 回開催。

２．言語学習部会日本語学習支援グループ

６会場、14 教室、学習者平均約 90 名、学習

支援者平均約 80 名で毎週開催。日本語Ｇ交流

会（参加者 132 名）開催。スキルアップ講座２

回（参加者 96 名）、入門講座２回（43 名）開催。

３．文化交流部会

明海大学留学生交流事業２回（留学生 43 名、

日本人 68 名）、和食文化体験（外国人６名、日

本人 15 名）、講演会「コスタリカ共和国」（参

加者 67 名）開催。

４．姉妹都市交流部会

友好の翼は実施しなかった。第 21 回友好の

翼参加者懇親会（参加者 22 名）開催。

５．ホームステイ部会

ホームステイ３回（41 名）、ホームビジット

（５名）を受け入れ。

６．翻訳・通訳部会

イングリッシュカフェ３回（78 名）、英語に

よるプレゼンテーション大会（参加者 67 名）

開催。通訳派遣３回。英語力ブラッシュアップ

の会 12 回開催。

７．総務部会

浦安市国際交流協会ニュース年４回、浦安市

のお知らせ（やさしい日本語版）12 回発行。

ミニセミナー４回（参加者 61 名）、地域交流

サロン１回（参加者 16 名）開催。浦安市のイ

ベント等、その他研修事業に参加。

2017 年度収支決算
１．一般会計

科  目 １．予算 ２．実績 ３．差額

収

入

１ 年度会費 850,000 823,822 -26,178
２ 補助金 4,000,000 4,000,000 0
３ 前期繰越金 0 0 0

４
特別会計か

ら繰入
724,278 0 -724,278

５
言語学習

部会
7,372,000 7,453,660 81,660

5.1 外国語Ｇ [6,855,000] [6,898,500] [43,500]
5.2 日本語Ｇ [517,000] [555,160] [38,160]

６
文化交流

部会
191,000 72,300 -118,700

７
姉妹都市

交流部会
0 0 0

８ 総務部会 333,000 562,430 229,430
９ ﾎｰﾑｽﾃｲ部会 460,000 266,000 -194,000

10 翻訳・通訳

部会
121,000 54,900 -66,100

11
創立 30 周

年記念事業
0 50,000 50,000

12 事務所移転

費用
0 90,000 90,000

収入合計 14,051,278 13,373,112 -678,166

支

出

１ 特別会計

への繰入
0 0 0

２ 言語学習

部会
7,064,278 6,540,639 -523,639

2.1 外国語Ｇ [5,848,278] [5,657,523] [-190,755]
2.2 日本語Ｇ [1,216,000] [883,116] [-332,884]
３ 文化交流

部会

353,000 208,028 -144,972

４ 姉妹都市

交流部会
50,000 19,253 30,747

５ 総務部会 902,000 906,637 4,637
６ ﾎｰﾑｽﾃｲ部会 470,000 238,973 -231,027
７ 翻訳・通訳

部会
302,000 185,774 -116,226

８ 本部経費 4,440,000 4,363,250 -76,750
９ 創立 30 周

年記念事業
100,000 198,952 98,952

10 事務所移転

費用

320,000 491,204, 171,204

11 予備費 50,000 0 -50,000
以上小計 14,051,278 13,152,710 -898,568

12 補助金返戻 0 220,402 220,402
13 次年度への

繰越
0 0 0

支出合計 14,051,278 13,373,112 -678,166

２．特別会計

摘  要
2016 年度

期末残高

2017 年度

増減実績

2017 年度

期末残高

１．基金特別会計 17,847,217 435,155 18,282,372
２．JICA 特別会計 1,071,427 0 1,071,427
３．現金 33,744 -33,744 0

合計１+２+３ 18,952,388 401,411 19,353,799

総会報告
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2018 年度活動計画

「浦安市国際化指針」には「基本理念」

と４つの「施策の柱」が示されています。

基本理念とは、「多様な文化と人がともに

支え創造するまち・浦安」です。４つの「施

策の柱」とは、①コミュニケーション支援

②生活支援 ③多文化共生の地域づくり  

④国際都市としての魅力あるまちづくり

です。2018年度は、特に、③の「多文化共

生の地域づくり」、④の「国際都市として

の魅力あるまちづくり」に重点をおいて活

動を進めていきます。

１．言語学習部会外国語学習グループ

市民の多言語能力の充実を目指し、９言語 21
講座の運営を行います。講座の周知のためにア

ジアン＆ロシアンカフェを開催します。

２．言語学習部会日本語学習支援グループ

多文化共生のために最も重要なことが在住外

国人への日本語教育です。その中核を担う日本

語教室活動の充実に努めます。

３．文化交流部会

異文化交流促進のため、明海大学留学生交流

事業、和食体験講座、UFRA との共催日帰り研

修などを開催します。

４．姉妹都市交流部会

姉妹都市オーランドから来日する Dr.フィリ

ップス高校生歓迎事業を行い、来年度に予定の

姉妹都市提携 30 周年事業の準備を行います。

５．ホームステイ部会

最も直接的な異文化交流ができるホームステ

イやホームビジッドを実施します。ホストファ

ミリーの登録促進にも努めます。

６．翻訳・通訳部会

情報の多言語化、在住外国人への生活支援と

しての翻訳・通訳、異文化交流促進のための通

訳派遣を行います。能力向上のためイングリッ

シュカフェ、英語によるプレゼンテーション大

会、英語力ブラッシュアップの会を開催します。

７．総務部会

多国籍外国人との共通言語である「やさしい

日本語」を活用する事業を行います。UIFA 活

動円滑化のため何でもやる部会を目指します。

2018 年度収支予算

１．一般会計

科目 収入 支出

１ 会費 85,000 0

２ 補助金（浦安市） 4,000,000 0

３ 前年度繰越金 0 0

４ 言語学習部会 8,362,000 7,818,105

4.1 外国語Ｇ [7,863,000] [6,746,105]

4.2 日本語Ｇ [499,000] [1,072,000]

５ 文化交流部会 130,000 330,000

６ 姉妹都市交流部会 0 175,000

７ 総務部会 423,000 1,057,000

８ ホームステイ部会 460,000 787,000

９ 翻訳・通訳部会 101,000 258,000

10 本部経費 0 4,392,895

11 予備費 0 108,000

次期への繰越 0 0

合計 14,926,000 14,926,000

２．本部経費明細

科目 支出金額 摘要

１ 人件費 2,450,000 ２名での交代勤務

２ 会議費 60,000

３ 消耗品費 100,000

４ 印刷費 200,000 コピー､チラシ等

５ 通信費 540,000 通信費および  

UIFA ﾆｭｰｽ配布

６ 交通費 10,000

７ 保険費 8,000

８ 賃借料 700,000 集合事務所費用

９ 備品購入費 84,895

10 支払手数料 80,000

11 WEB 業務委託料 100,000

12 渉外費 60,000

13 予備費 0

合計 4,392,895

３．特別会計

摘要
2018 年度

期首繰越金

2018 年度

収支

2018 年度

期末残高

１．基金特別会計 18,282,372 -400,000 17,882,372

２．JICA 特別会計 1,071,427 0 1,071,427

合  計 19,353,799 -400,000 18,953,799

総会報告
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本部役員

言語学習部会

56 文字

大塚益弘副部会長（新）中村徹部会長（新）

文化交流部会

56 文字

越茂樹部会長（新）森光修副部会長（新）

姉妹都市交流部会

56 文字

白木聖代部会長（新）清水勝副部会長（新）

ホームステイ部会

56 文字

川野麻美部会長 小暮香子副部会長

翻訳・通訳部会

56 文字

熊谷重信部会長 谷原満里子副部会長

総務部会

56 文字

小西英雄部会長 影山栄子副部会長

事務局

56 文字

内山正紀  林美樹子

市役所市民経済部地域振興課国際交流係

（左から）中島康次主任主事、溝上澄人課長補

佐、杉山正毅次長（新）、橋野まり子部長（新）、

増田丈巳課長（新）、小川博嗣係長（新）

総会報告・役員など関係者紹介

藤本信幸副会長 白木聖代会長    小林修会計

島野雅子副会長  清水勝副会長

お互いの強みと個性を生かしてチ

ームワークよく活動をしていきたい

と思います。

外部の皆様、会員の皆様の声に耳

を傾け、運営会議メンバーと共に浦

安市に貢献できるよう力を合せて

参ります。

21 の外国語講

座を開催してい

ます。一緒に海外

の文化、言語を学

びましょう。

外国人の生活日本語学習の支援をしています。

年 ２ 回 市 民 向

け English Café と

月１回部員向け勉

強会を開催。ぜひ

ご参加ください！

私達は多文化

共生の推進をテ

ーマとして活動

しています。宜し

くお願いします。

いろいろなイ

ベントにみんな

で楽しく取り組

みます。誰でも

歓迎。

2019 年度は

姉 妹 都 市 提 携

30 周年です。本

年度はその準備

に注力します。

協会全体の事

業をさまざまな

面から支援しま

す。事務所で活動

しています。

浦安市にホー

ムステイ文化の

啓蒙・定着を目

標とし会員増加

と受け入れ案件

の内容充実に取り組んでおります。
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事業予告

外国語講師懇談会 担当：言語学習部会外国語学習グループ

日時：７月１日（日） 場所：国際センター

講師と講座代表が各講座の授業内容や進め方等の情報を交換し、交流します。

日本語グループ入門講座（第１回） 担当：言語学習部会日本語学習支援グループ

日時：７月１日、８日、22 日 各（日）９：30～12：30 場所：国際センター

学習支援者に関心のある方を対象に日本語教育の基礎知識と心構えを指導します。

明海大学留学生特化交流事業「七夕の会」 担当：文化交流部会

日時：７月７日（土）12：00～16：00 場所：明海大学

留学生が浴衣を着用し、七夕の伝統的な行事や遊びを体験しながら異文化相互理解を深めます。

イングリッシュカフェ 担当：翻訳・通訳部会

日時：７月８日（日）14：00～16：00 場所：国際センター

英語によるコミュニケーションの機会を提供し、広く市民との交流を図ります。

「浦安市花火大会」参加 担当：総務部会

日時：７月 28 日（土）19：30～20：30 場所：総合公園

UIFA 関係者、外国人、誰でも参加できるイベント、UIFA の旗の下に集合し、感動を共有しませんか？

英語力ブラッシュアップの会 担当：翻訳・通訳部会

日時：７／29、８／26、９／30 各（日）13:30～15:00 場所：UIFA 事務所

翻訳・通訳部会員の通訳技術向上を図るとともに、随時依頼される通訳業務に迅速に対応できる態勢を整えるこ

とを目的とします。

「浦安納涼盆踊り大会」参加 担当：総務部会

日時：８月 14 日（火）16：00～20：30 場所：浦安小学校校庭

外国人（明海大学留学生等）を誘って、イベントに参加。浴衣着用し、日本文化の一端を理解し、イベントを通じて市民と一

体化の体験をします。

ミニセミナーNo.1 担当：総務部会

日時：８月 18 日（土）15：00～17：00 場所：UIFA 事務所

講師は元 UFRA の会長平山クリステイーナ氏。テーマは「ポーランドの紹介及び日本での外国人相談いろいろ」

「船橋市国際交流協会主催災害時外国人サポーター養

成講座（避難所宿泊訓練）」参加

担当：総務部会

日時：８月 25 日（土）、26 日（日） 場所：船橋市立湊中学校

明海大学留学生その他外国人参加者を募って、防災訓練、避難所宿泊訓練を体験するもの。年に 1 回のイベント。

外国人にとっては貴重な体験です。

会員（ボランティア活動スタッフ）募集・活動説明会 担当：本部、全部会

日時：９月９日（日）14：00～16：00 場所：国際センター

各部会活動を活性化するために、新規会員、既会員に対して部会活動の説明をしてボランティアスタッフを募集

します。

ミニセミナーNo.2 担当：総務部会

日時：９月 15 日（土） 場所：UIFA 事務所

講師、テーマ 検討中。決定次第、UIFA メール、UIFA ホームページでお知らせします。

外国語講座後期見学会 担当：言語学習部会外国語学習グループ

日時：８月下旬～９月上旬 場所：国際センター

上記期間中に通常授業の１回を設定します。詳細は、広報うらやす（８月 15 日）、UIFA ホームページ、ポスター

（国際センター、各公民館、市民活動センター）でお知らせします。

外国語講座後期受講生募集 担当：言語学習部会外国語学習グループ

日時：９月 15 日（土）、16 日（日） 場所：国際センター

詳細は、広報うらやす（９月１日）、UIFA ホームページ、ポスター（国際センター、各公民館、市民活動センタ

ー）でお知らせします。

地域交流サロン No.1 担当：総務部会

日時：９月 22 日（土）13：00～15：00 場所：UIFA 事務所

明海大学留学生を囲んで、出身国ネパール、香港、中国の話を伺い、懇談形式で交流を図ります。

日本語 G スキルアップ講座（第２回） 担当：言語学習部会日本語学習支援グループ

日時：10 月 21 日、28 日、11 月 11 日 各（日） 場所：国際センター

学習支援者の指導力向上を目的に行います。詳細は、UIFA ホームページでお知らせします。
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UIFA 部会員募集・活動説明会

日時：４月 15 日（日）14：00～16：00
場所：国際センター

参加者：UIFA 会員 19 名、非会員 30 名

各部会活動を活性化させるために、新規会員、

既会員に対するボランティアスタッフ募集を行

いました。

新たに UIFA 会員となった方が 10 名いまし

た。部会員に登録した方も翻訳・通訳部会 11
名、文化交流部会１名、ホームステイ部会２名、

総務部会２名、その他にも部会活動に興味を示

した方がいました。

（本部、全部会）

体験クラブの英語教室

日時：４月 27 日（金）９：00～11：00
場所：WAVE101 サロン

予定通り、生徒さん９名、引率の先生１名が

参加しました。自己紹介の後、サイコロを使っ

てのゲームスタイルの質疑応答、グループに分

かれクイズ形式の会話をし、充実したセッショ

ンとなりました。14 歳の子供たちで、恥ずかし

さもあり、スムーズな会話運びとはいかないま

でも、ネイティブの話す内容は、ほぼ理解でき、

楽しい体験になったことでしょう。

（翻訳・通訳部会）

UIFA 総会・交流会

日時：５月 19 日（土）総会 10：00～11：10、
交流会 11：10～12：10
場所：文化会館３階中会議室（総会）、大会議室

（交流会）

参加者：総会・会員及び役員 59 名、来賓その他

11 名、計 70 名。交流会・59 名

司会：香西京子氏、議長：羽島敏夫氏、副議長：

佐野孝夫氏、議事録署名人：漆原千佳氏

総会：次の議案が審議されいずれも満場一致で

可決されました。

・議案第１号 2017 年度活動報告

・議案第２号 2017 年度収支決算

・議案第３号 2018 年度事業計画案

・議案第４号 2018 年度収支予算案

・議案第５号 2018 年度役員等の選任案

交流会：商工会議所 高木専務理事の乾杯に続

いて、交流・懇親を楽しみました。途中、今回

役員退任者３名（藤井保男氏、後藤陸子氏、東

海林文恵氏）へ感謝状が白木会長から贈呈され

ました。            （総務部会）

日本語Ｇ2018 年度前期スキルアップ講座

日時：５月 20 日、６月３日、10 日各（日）10：
30～12：30
場所：国際センター

経験の浅い学習支援者の指導力向上を目的としま

した。スキルアップ講座では初めて、３日間とも７、８人

のグループに分かれて参加型の研修を行いました。そ

れぞれが学習者の立場になり、質問したり答えたりし

ながら、より実践的な教授法を教えていただきました。

ボランティア初心者の学習支援活動に、大いに役立

つと思います。スクール形式での講義の時よりも活発

な発言がみられました。また、普段あまり顔を合わすこ

とのない、他の教室のボランティアと親しく話しをする

機会ができてボランティア同志の交流も深めることがで

きました。

（日本語学習支援グループ）

事業報告
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「台湾中学生ホームステイ」受け入れ

日時：５月 23 日（水）午前～24 日（木）８：45
ゲスト：27 名  ホストファミリー：13 家庭

千葉県商工労働部観光誘致促進課よりの依頼

で台湾の高雄市立新興國民中學の生徒のホーム

ステイを引き受け、一家庭当たり２～３名の割

り振りでホストファミリーにお願いしました。

市役所１階のオープンスペースでの対面式後

に各家庭に引き渡しました。生徒には日本の暮

らしを体験し、家族との交流を楽しんでもらう

ことができ、「日本とその文化への関心と理解を

深める」目的は達成できたと思います。

（ホームステイ部会）

「メトロポリタン歌劇場副指揮者・歌手・

ピアニストのホームステイ」受け入れ

日時：５月 27 日（日）～６月９日（土）

ゲスト：５名  ホストファミリー：６家庭

ニューヨークから世界トップレベルの指揮者・演出家を招

き、日本人を中心とした世界中の新進気鋭の若手歌手・演

奏家のレッスンを行うプログラム「東京国際声楽アカデミー

（TIVAA）」は、新浦安駅前の音楽ホールで行われました。

UIFA ではプログラムに海外から参加する５名の音楽家

の方々へホームステイ先を斡旋し、またホストファミリーには

レッスン風景の見学機会なども提供しました。「これまで知ら

なかった世界のことをいろいろ知ることができ、とても刺激に

なった」といった声が寄せられ、海外の音楽家の方々からも

日本と浦安に対して高い評価を受けることができました。

（ホームステイ部会）

浦安市多文化共生・環境フェア

日時：６月９日（土）10：00～16：00
場所：Wave101

このイベントは、浦安市が主催ですが、UIFA
も総力を挙げて参画しました。昨年まで毎年実

施の「国際交流協力フェステイバル」の内容を

大幅に一新し、「多文化共生」と改称。同時に環

境フェアとの同時開催で相乗効果を期待。目的

は、市民の関心を高め、市民相互の連携協力や

日頃からの環境保全と多文化共生のための行動

を促進することです。以下は、「多文化共生」フ

ェアに関する報告です。

１．UIFA 担当イベントの内容

①大ホールでは、日本語学習者によるパフォー

マンス、歌、踊り、スピーチ。来客 250 名。

②多文化交流サロンでは、UFRA（在住外国人

会）とのコラボで言語学習部会外国語Ｇが９

カ国の言葉や文化紹介をしました。来客９サ

ロン合計 170 名。

③市民練習室では、日本の遊び（折り紙・お手

玉・おはじき）、盆踊り、茶道体験を行いま

した。来客合計 91 名。

④ギャラリーでは、ブースを出し、UIFA の活

動の PR、友好の翼の紹介等を動画で説明。

来客 34 名。

その他市内関連団体 10 団体によるブース出

展、体験教室。合計来客 600 名。

２．講演会

主催：浦安市

講師：イラン出身の俳優・タレント、サヘル・

ローズ氏。

テーマ：「外国人として日本で生きるというこ

と」。実体験に基づく話は、みんなの涙を誘

い多くの人に感動を与えました。来客 200
名。            （総務部会）

事業報告
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オーストラリア女子車いすバスケットボール

チーム市民交流に通訳派遣

日時：６月６日（水）、９日（土）

場所：運動公園体育館

６日：パラリンピック車いすバスケットボール豪州女

子チーとム見明川小学校６年生 80 名との交流会が

ありました。車いすバスケットボールの体験、グルー

プに分かれての交流が行われました。グループごと

での通訳、司会の通訳を翻訳・通訳部会がお手伝

いしました。

９日：日本代表チームとの試合があり、その前の式

典で市長、市議会議長の挨拶の通訳を務めました。

（翻訳・通訳部会）

「マレーシア高校生ホームステイ」受け入れ

日時：６月 23 日（土）、24 日（日）

ゲスト：32 名  ホストファミリー：14 家庭

千葉県商工労働部観光誘致促進課よりの依頼で

マレーシアの SMK Taman Sea（公立中高一貫校）

の生徒のホームステイを引き受け、一家庭当たり２～３

名の割り振りでホストファミリーにお願いしました。

国際センターでの対面式後に各家庭に引き渡しま

した。イスラム教徒故の気遣いは必要でしたが、家族

との交流を楽しんでもらうことができたと思います。郷

土博物館ツアーでは、インドネシア語講座の受講生２

名にガイドをしてもらいました。  （ホームステイ部会）

ホストファミリー募集説明会

日時：６月 30 日（土）９：30～10：30
場所：国際センター

ホームステイに関心のある方々に UIFA およ

びホストファミリーの活動内容の説明を行い、

受け入れ実績のあるホストファミリーには体験

談を話してもらうことにより、新しいホストフ

ァミリー登録を増やし、活性化することを目指

しました。

来場者は３家庭４名、ホストファミリー登録

者は３家庭でした。

今後も、定期的に説明会を開きたいと思います。

（ホームステイ部会）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

UIFA メール、UIFA Net Mail 会員募集

UIFA のイベント情報を希望する方へ。

・日本語を希望・UIFA メール

uifa@uifa-urayasu.jp へ氏名と「UIFA メ

ール希望」と記載し、送る。

・やさしい日本語を希望・UIFA Net Mail
（初級レベルの日本語で書いてある）

ejp@uifa-urayasu.jp へ空
から

メールを送る。

・英語を希望・UIFA Net Mail
eng@uifa-urayasu.jp へ空

から

メールを送る。

（事務局）

編集後記：米田 喬

国際交流・協力フェスティバルが多文化共

生フェアと名称を変えました。多文化共生と

は、国籍や民族などの異なる（多文化）人々

が地域社会の構成員として共に生きていく

（共生）ことです。世の中の流れの変化に敏

感に対応した行動が求められています。

事業報告
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編集長：米田喬  写真・校正：影山栄子


