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総　会　報　告　  書面またはインターネットによる決議　2021 年５月 22 日（土）

いま、世界はお隣りどうし　　　　　　　　　　　　　　　

　当初、新型コロナに負けるものかと総会の開催については、通常の「対面集合総会」を模索していました。し
かしながら、予定した総会開催会場の文化会館はワクチン接種会場に指定され、改めて公民館を予約しましたが、
新型コロナウイルス感染の勢いは留まらず、運営会議や理事会もオンラインで開催致しました。総会開催１ヶ月
前に、致し方なく昨年に引き続き「書面またはインターネット決議」方式で総会開催を決定しました。
　皆さまのご協力のもと、円滑に総会を実施することができ
ました事を深く感謝申し上げます。
　総会の議長は、関屋忠彦氏（翻訳・通訳部会）、議事録署名
人は漆原千佳氏（総務部会）新旧三役が事務所に集合し、議
決権行使書の集計を確認しました。総会議案は、議案第１号
から議案第６号まで、全員賛成で、すべて原案通り可決され
ました。本総会の役員以外の会員議決権行使者は 34 名、総数
71 名でした。
　残念ながら本年も総会後の会員相互の「交流会」は開催で
きませんでした。コロナが収束した暁には、会員の皆様と対
面で楽しく総会が行えるものと期待します。

会　長　挨　拶　　　小 西 英 雄
　昨年度に引き続き会長の任に当たります。
　私以外の三役は全員交替し、新体制でのUIFA活動が始まりました。皆様の叱咤・激励、
アイデア・意見提供大歓迎です。皆様と喜怒哀楽を共有し、新しい展開に取り組みた
いと思います。
　昨年度は、新型コロナウイルス対策で混乱し、暗中模索の中で、活動を何とか進め
て参りました。今年度は、昨年の学習効果を生かして、コロナウイルス対策を講じな
がら、活動がどこまで活性化できるか
試される年です。コロナの収束を願っ
ているばかりでは進展はありません。

　今年は、UIFA創立 35 周年を迎えます。皆様のアイデアを結
集して、記念の年となるよう、一緒に頑張りましょう。
　退任された役員の皆様お疲れ様でした。
　今後も、良きアドバイザーとしてUIFAの活動を引続きご支
援いただきますようお願い致します。
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総　会　報　告　　　2020 年度事業報告・決算報告

2020 年度事業報告
　新型コロナウイルス感染防止対策として４
月上旬に緊急事態宣言が発出され、その後第２
回の緊急事態宣言が１月上旬から２月末まで続
き、UIFAの活動もこの１年間大きく影響を受
けました。
　外国語 Gの外国語研修講座につきましては、
４月の開講と同時に会場の国際センターが使用
できなくなり休講しましたが、５月中旬以降に
は、新しい試みとして全体 21 講座のうち 10 講
座で延べ 182 名がオンライン授業に参加しまし
た。６月以降、対面授業に復帰しましたが、授
業回数が予定通り消化できませんでした。日本
語 Gについても、コロナ対策に配慮しながら、
１年間のうち６か月は、対面で外国人支援（日
本語学習）を続けてきました。文化交流部会、
姉妹都市交流部会、ホームステイ部会及び総務
部会の事業については、対面集合型のイベント
がすべて中止で残念な一年でした。ただし一部
新しい試みとしてオンラインでミニセミナーを
試行しました。翻訳・通訳部会は、オンライン
でイングリッシュカフェを年に４回、また浦安
市とオーストラリアの小学校のオンライン交流
にも通訳として参加しました。他にも、初めて
のオンライン講演会を開催したところ、著名な
講師の人気に恵まれ、78 名の参加者で大盛況
でした。
　組織改正により、広報委員会が正式に活動に
参加し、UIFAニュースの発刊やUIFAパンフ
レットの作成を担当しています。またプロジェ
クトチームとして「やさしい日本語」が発足し、
現在参加者も募り、定期的に研修会を重ねてお
り、将来は、多文化共生の実現に地域貢献でき
るものと期待されます。
　ホームページリニューアルプロジェクトは、
現在のホームページを訪問者目線に立ったペー
ジ構成とコンテンツに変更し、UIFAの活動を
理解しやすく、関心を持っていただけるよう構
成しました。９月ごろのリリースを予定してい
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　以上

科　　目 予　　算 実　　績 差　　額

収

入

1 年度会費 980,000 706,200 －273,800

2 補助金 4,600,000 4,600,000 0 

3 言語学習部会 8,438,000 5,087,450 －3,350,550

3.1 外国語 G ［7,929,000］ ［4,924,850］［－3,004,150］

3.2 日本語 G ［509,000］ ［162,600］［－346,400］

4 文化交流部会 112,000 0 －112,000

5 姉妹都市
交流部会 0 0 0 

6 総務部会 495,000 13,000 －482,000

7 ホームステイ
部会 440,000 0 －440,000

8 翻訳・通訳
部会 140,000 60,600 －79,400

9 広報委員会 0 0 0

収入合計 15,205,000 10,467,250 －4,737,750

支

出

1 言語学習部会 7,989,495 4,838,068 －3,151,427

1.1 外国語 G ［6,551,495］ ［4,656,995］［－1,894,501］

1.2 日本語 G ［1,438,000］ ［181,073］［－1,256,927］

2 文化交流部会 268,000 3,098 －264,902

3 姉妹都市
交流部会 92,320 0 －92,320

4 総務部会 1,012,000 138,230 －873,770

5 ホームステイ
部会 472,000 0 －472,000

6 翻訳・通訳
部会 361,000 161,628 －199,372

7 広報委員会 600,000 505,112 －94,888

8 本部経費 4,410,185 4,789,481 379,296 

以上小計 15,205,000 10,435,617 －4,769,383

9 補助金返戻 0 31,633 31,633 

支出合計 15,205,000 10,467,250 －4,737,750

科　　目 2020 年度
期首残高

2020 年度
支出実績

2020 年度期
末残高

１．寄付金会計 9,880,351 142,285 9,738,066

２．基金会計　 5,955,917 －566 5,956,483

合　　計 15,836,268 141,719 15,694,549

１． 一般会計　　　　　　　　　　　　　  （単位：円）

2020 年度収支決算

２． 特別会計　　　　　　　　　　　　　  （単位：円）
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総　会　報　告　　　2021 年度事業計画・予算案

2021 年度事業計画案
　今年はUIFA創立 35 周年を迎えます。
　記念事業としては、記念式典、外国人参加のシンポジウム
の開催、記念誌の作成等を計画しています。また、上記以外
にも各部会で冠を付けた記念事業も計画しています。
　今年度の事業も、新型コロナウイルスの影響で中止や次年
度への延期も予想されますが、各部会の主な事業計画は次の
とおりです。
　９言語 21 講座の外国語講座は、対面授業を優先しますが、
状況によりオンライン授業も導入します。日本語学習支援に
おいては、会場が使用できれば対面で行います。例年とは違
う内容の充実した「日本語ボランティア養成講座」を開催し、
ボランテイアの育成・募集につないで行きたいと計画してい
ます。
　文化交流部会は、「地域交流サロン」、「UIFA・UFRA共
催日帰り研修旅行」などを通じて外国人と市民との交流を楽
しみます。さらに、外国人または会員同士の交流を図るため、
いろいろなテーマでミニセミナーを開催する予定です。状況
によりオンラインで実施します。
　姉妹都市交流部会は、2021 年度に「友好の翼」事業はあ
りませんが、市民の皆様に姉妹都市を知っていただくような
企画や次回の「第 23 回友好の翼」の準備をしていきます。
　ホームステイ部会は、予定していた案件、オリンピック関係
と、外国から来日する音楽家のためのホームステイは中止とな
りました。今後の状況が改善されれば再考する予定です。
　翻訳・通訳部会は、オリンピック・パラリンピックのキャ
ンプ等で語学に堪能な部会員が臨機応変に対応、活躍してい
ただけることを期待しています。定番となりましたイング
リッシュカフェ、講演会（オンライン）も実施の予定です。
　総務部会は、気軽に参加できる「ミニセミナー」、多文化
共生の一環として「災害時外国人サポーター養成講座」を
市役所と共同で開催し、積極的に参加します。やさしい日本
語プロジェクトは「広報うらやす」の英語版を【やさしい日本
語版（毎月発行）】として発行するなど、浦安在住の外国人
の為に身近な生活支援に力をいれていきます。また、SDGｓ
についての勉強会を重ねます。
　広報委員会はUIFAニュース発行・UIFAパンフレット（英
語版・やさしい日本語版）の制作・35 周年記念誌作成をします。
　「ホームページリニューアル」プロジェクトは、HPの内
容が大幅に一新。その成果が期待されます。　　　　　以上

１． 一般会計　　　　　　　　  （単位：円）

2021 年度収支予算

２． 本部経費明細（支出）　　   （単位：円）

摘　　要 2021 年度
期首繰越金

2021 年度
支出

2021 年度
期末残高

１．寄付金会計 9,738,066 350,000 9,388,066

２．基金会計　 5,956,483 2,631,165 3,325,318

合　　計 15,694,549 2,981,165 12,713,384

３． 特別会計　　　　　　　　  （単位：円）

科　　目 収　入 支　出

1  会費 710,000 0 
2  補助金（浦安市） 3,680,000 0 
3  言語学習部会 7,759,000 8,242,165 
3.1  外国語 G ［7,296,000］［6,809,165］
3.2  日本語 G ［463,000］［1,433,000］
4  文化交流部会 99,000 263,000 
5  姉妹都市交流部会 0 100,000 
6  総務部会 495,000 1,042,000 
7  ホームステイ部会 40,000 40,000 
8  翻訳・通訳部会 130,000 477,000 
9  広報委員会 0 600,000 
10  本部経費 0 4,780,000 
11  繰入 2,631,165 0 

合　　計 15,544,165 15,544,165 

科　　目 支　出 摘　　要

1 人件費 2,400,000 ２名事務局員給与
2 会議費 50,000 
3 消耗品費 100,000 
4 印刷費 220,000 コピー・チラシ作成費
5 通信費 300,000 通信費・郵送料等
6 交通費 5,000 
7 保険費 15,000 
8 賃借料 1,000,000 集合事務所費用
9 備品購入費 200,000 
10 支払手数料 150,000 
11 WEB業務 委託料 230,000 
11.1 HP・電子メディア ［100,000］広報委員会より移管
11.2 HPリニューアルP ［130,000］2021年度よりスタート
12 渉外費 60,000 
13 予備費 50,000

合　　計 4,780,000 
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事　業　報　告

【やさしい日本語プロジェクト】　2020 年６月スタート
「やさしい日本語」とは？
　ふだん私たちが使っている日本語をより簡単に表したものです。

1995 年１月の阪神・淡路大震災で「地震」、「津波」、「避難所」な

ど、言葉の意味が分からず在住外国人に大きな障害となったこと

がきっかけで始まりました。「外国人＝英語」と思っている人が多

いですが、実際は浦安在住外国人の 65％は英語が母語ではありま

せん。出身も中国、韓国、フィリピン、アメリカ、ベトナム、ス

リランカ、ネパールほか 80 カ国・地域にのぼります。それぞれの

母語で情報発信ができれば最善ですが、多様化する言語に対応す

るのは限界もあります。そこで注目されるのが「やさしい日本語」

です。日本に住んでいる人にとって、共通語は日本語です。ふだ

ん私たちが使っている日本語は、あいまいな表現や長い文章が多

くあります。行政用語などは日本人でもわかりにくいです。より

端的で簡単に言い換える「やさしい日本語」は、外国人ばかりで

なく、子ども、高齢者、障がい者の方にも理解しやすい日本語です。

UIFA「やさしい日本語プロジェクト」の挑戦
　UIFAでは５年前から「広報うらやす」の抜粋をやさしい日本語にして情報発信しています。この度、より分

かりやすく、より多くの人に届けるために紙面のリニューアルをしました。

　プロジェクトを立ち上げて勉強会を重ね、現在 11 人で紙面作成をしています。2021 年７月から「うらやす市

のお知らせ」として市役所・公民館・駅前などで配布を始めます。読んで下さる人を思いながら、メンバー一同

頑張っています。

「やさしい日本語」を浦安市で広げたい
　お店や病院、公共施設、会社の窓口など、いろいろな場所で「や

さしい日本語」を使ってもらいたい‼ 日本人も外国人もそれぞれが

寄り添う浦安にしたい‼ それが私たちの希望です。 ５月に開催され

た理事会で「やさしい日本語」を紹介し、商工会議所・青年会議所・

市小中学校 PTA連絡協議会をはじめ多くの方からご賛同いただきま

した。

　市役所地域振興課や国際センターも「やさしい日本語」の取り組

みを始めています。いろいろな方とつながりながら「やさしい日本語」

を浦安で広げていきたいと思います。

まずは知ろう（やさしい日本語）動画より
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事　業　報　告

【UIFAホームページリニューアルプロジェクト】
　UIFAのホームページ（以下HP）は、パソコンの普及に伴い、簡易ソフトによる制作に始まり、専門ソフト「ホー

ムページビルダー」での制作に移行し、その後はタブレット・スマホでの閲覧を意識した編集し易いソフトを使い、

現在の形に至っています。現在のHPページ構成は伝統的な自己紹介型を踏襲しており、どちらかというと会員

向けのスタイルになっています。

　最近はクラウドの活用により情報共有が進みアーカイブはクラウドで、HPは集客ツールに活用と住み分けが

可能になりました。この度立ち上げたUIFAホームページリニューアルプロジェクトチームは、現在のHPを訪

問者目線に立ったページ構成とコンテンツに変更し、訪問者が閲覧目的に従ってページを進みながら興味を持っ

たページに入り、UIFAの活動を理解し、究極は入会して貰えることを目的とし、2021 年１月より活動を重ねて

います。具体的には、TOPページ（第１階層）に目的別インデックスを設け、第２階層は対象の活動やイベン

ト計画のページ、その先に部会紹介ページやワンストップでの参加入会申し込みボタンを設置するなどのページ

構成を計画しています。また外国人訪問者用ボタンも設置し、やさしい日本語表記も盛り込みます。投稿記事の

原稿フォーマットは、投稿者が書きやすいスタイルに事業企画書・報告書の変更を予定しております。

　６月運営会議でテストページを披露して、ご意見を盛り込み、リリース時期は９月を予定しております。

　乞うご期待！

プロジェクトメンバー：小林修（文化）、大櫛恵子（翻訳通訳）、小暮香子（HS）内山正紀（事務局）

【英語力ブラッシュアップの会】　５月 23 日（日）13：30 ～ 15：00
　５月 23日に英語力ブラッシュアップの会

が開催されました。ネイティブの英語講師を

招いての部内勉強会です。毎月最終日曜日

もしくは第四日曜日、年間約 10 回の開催を

続けていますが、昨年度からはコロナ禍に

よりZoomを介してオンラインで開催してい

ます。担当部会員が準備した日本語の文章

を、各自交代で英語への翻訳に挑戦します。

　５月のテーマは「浦安市に住む外国人の日常生活に、ちょっと役立つこと」でした。参加部会員にとても身近

なテーマなので、終始和気あいあいとした雰囲気の中で行われました。

　　　翻訳・通訳部会
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事　業　報　告

　総務部会員の米田喬氏は、2010 年 11 月からの
べ 11 年をかけて、浦安～江戸川～利根川～外房
～内房の千葉県１周 618 ｋｍを仲間と共に完歩さ
れました。
　徒歩ならではのアングルから捉えた県境と海岸
線の写真は 600 枚を超え、景色、生活、文化、歴
史の多岐にわたり、それらに説明を加えながら
のスライドショーでの紹介は、当日の参加者 15
名に、われらの郷土 千葉県を改めて見つめ直す

【千葉一周ウォーク～県境と海岸線から見えた風景～】オンラインミニセミナー  2021 年４月 30 日
機会を与えてくれまし
た。コロナ禍の中、文
化交流部会では毎月、
国内外の文化に関わる
リモートミニセミナー
を行います。
　皆様のご参加をお待
ちしています。

文化交流部会

　文化交流部会員の佐山香織さんは、
スペインイベリア半島の東西 800 ｋｍ
に走る『サンティアゴ巡礼の道』を
2003 年～ 2018 年の間に計５回、延べ
180 日間にわたり完歩されました。
　今回の講演は世界的に人気のこの道
の魅力を、写真・動画を織り交ぜ、旅
人の想い・旅の日常・人との触れあい・
景観等を余すところなくご紹介頂き、一度は行って見
たいとの衝動に駆り立てられる充実した内容の１時間

【スペイン：サンティアゴ巡礼の道 を歩こう！】
　　～なぜ「特別な」道と呼ばれるのか？リピーターが続出する、ここにしかない魅力を紹介～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オンラインミニセミナー 　  2021 年５月 28 日（参加者：25 名）

でした。
　コロナ禍の中、海外渡航は見通しが
立ちませんが、ご興味のある方へはい
つでも佐山さんからアドバイス可との
事です。
　文化交流部会は次回も魅力的なテー
マでリモートミニセミナーを開催しま
すのでお楽しみに！

　　　　　　 　文化交流部会

　日本語学習支援ボランティア養成講座を、５月 30 日から開催
しました。従来の日程は全３回でしたが、今回は全 10 回、講師
も実績が豊富な公益社団法人国際日本語普及協会に依頼し、カ
リキュラムもより実践を意識したものとなりました。昨今のコ
ロナ禍で講座が中止されていたこともあり久々の開催となりま
したが、感染防止に配慮しつつ初めての試みとして、対面とオ
ンラインのハイ
ブリッドで行い
ました。

　オンラインの回もチャットやブレイクアウトルームを利用し
て、講師と受講生のみなさんが双方向で交流出来るように工夫さ
れ、講義では熱心なやり取りがなされていました。18 名の受講
生のみなさんの熱い想いに、気が引き締まるとともに、これから
新しい仲間と一緒に活動できることが楽しみとなりました。

日本語グループ

　【日本語学習支援ボランティア養成講座】　　　　　　　　　５月 30 日～８月１日（全 10 回）
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事　業　報　告

【浦安市国際交流協会創立 35 周年記念事業について】
　今年度は、UIFA創立 35 周年に当たり、記念事業については過去５年ごとに実施した事業を参考とし
て、昨年度検討委員会で議論を重ねました。その結果を踏まえた今年度の記念事業についてお知らせし
ます。コロナ禍のもとでどこまで実施できるか？実施方法は流動的です。35 周年を迎えるUIFAが向か
うべき方向性を、この機会に考えてみたいという意見があり、全体事業としては、UIFAの PR、価値向
上のために、次のイベントアイディアが出ています。
【記 念式典】市長はじめ関係団体の皆様を招待し、UIFAの歴史を振り返り、地域貢献を命題に関係者、
会員の皆さんと思いを共有したく思います。

【シ ンポジウムの開催】講演会ではなく、多文化共生社会の実現に向けて、数人の論者が、異なる視点
からの報告や意見を発表した後、聴衆からの質問に答えるシンポジウム形式のイベントとし、在留
外国人との交流も含めた楽しいイベントを開催します。

 【記 念誌の作成】過去の活動の記録は、現在・将来の活動を展望する際に不可欠なもの。５周年ごとに
作成します。

【UIFAパンフレットの英語版、やさしい日本語版の作成】在留外国人への PRを促進します。
【その他】前向きなアイデアを紹介します。
　①　在留外国人の参加する諸言語でのカフェの開催　
　②　 在留外国人との交流をさらに広めるために、日本語学習受講者等をUIFA会員として受け入れ
　③　在留外国人の参加する外国の紹介イベント「ナショナルデイ」の開催
　　 UIFAの活動を振り返り、さらに発展させるよい機会です。具体化については今後実行委員会で検
討を重ねます。上記以外の有意義なアイデア歓迎です。皆さんの知恵を結集して楽しい記念事業が
達成できる事を願っています。

事　業　予　告　　お問い合わせ・お申し込みはUIFA事務局へ

９月　外国語講座 2021 年度後期申込み受付け
　 2021 年度後期の受講申込み受付を行います。
　 現受講生の継続優先となり、空き人数分を新規で受
付けます。
　　・日時：９月 11 日（土）・12 日（日）
　　・場所：国際センター
　　　　　　　　　言語学習部会 外国語学習グループ

10 月   UIFA部会員（ボランティア活動スタッフ）
　　　募集・活動説明会
　 新規会員や現会員に対して、部会活動を説明し、
　ボランティアスタッフを募集します。
　　・日時：
　　・場所：

　　　　　　　　　　　    　　本部

７－11 月　オンラインミニセミナー
　日時： 決定次第 UIFA ニュース・ホームページで
　　　　案内します。
　講師募集： 国内外の文化について紹介できる方。資

料作成、リモートのお手伝いを致します。
　　　　　　　　　　　　   文化交流部会

７月　仮想通貨とマネーロンダリング
　 日時：７月 10 日（火）　13：30 ～ 15：00
　講師：前田和宏氏
　　　 WEB講義で国際交流に関係のあるデジタル貨幣

に関する知見を広める。　　　　　　  総務部会

７月　東京五輪参加チーム事前キャンプに協力
　 浦安市では、アーチェリーのオランダチームと陸上の
スロバキアチームの浦安事前キャンプの受け入れを
７月中旬頃に予定しています。
　 翻訳・通訳部会では、浦安で
キャンプを行う両国の選手関係
者の皆さんの通訳を予定してい
ます。　　　 翻訳・通訳部会

浦安市協力事業
　７月　花火大会：10 月に延期
　８月　盆踊り大会：中止　　　　　　　　　　  本部

決定次第UIFAメール・ホームページで
ご案内します。
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発行　浦安市国際交流協会
〒 279-0004　浦安市猫実 1-12-38　集合事務所 3F
TEL：047-381-5931　FAX：047-381-8822
10：00 ～ 12：00 / 13：00 ～ 16：00（土・日・祝休み）
E-mail : uifa@uifa-urayasu.jp   http ://www.uifa-urayasu.jp/

【編集後記】
　灼熱の太陽が照り付ける夏の到来。UIFA創立
35 周年記念の年が動き始めました。多くの市民の
方々にご参加いただけるよう新しい活動方式で盛
りだくさんの記念行事が企画されています。皆様
のご参加をお待ちします。　　広報委員会：大森

【UIFAニュース 137 号お詫びと訂正】

・P1　講師のお名前は土井隆司様です。
・P3　講師のお名前はGinny（ジニー）
　　　先生です。
・P4　 UIFA 創立 35周年記念事業の記

事中 2022 年度と表記されている
ものが正しくは 2021年度です。

　　   上記、お詫びして訂正します。

総　会　報 　告　　　（2021 年度 UIFA運営関係者　敬称略）

後列　会計：小嶋健治　副会長：林直樹　大塚益弘
前列　会長：小西英雄　副会長：東海林文恵　　

後列  主任主事：五十嵐遼  係長：杉本恵美子  主任主事：中島康次
前列  次長：増田丈巳  部長：杉山正毅  課長補佐：内田麻紀

本　部　役　員 浦安市市民経済部地域振興課文化国際係

部会長代行：大貫富夫  副部会長：古瀬義勝 部会長：藤本信幸　副部会長：小林修 部会長：清水勝　副部会長：藤丸奈津

在住外国人の日本語学習を地道に支援‼ リモートで新しい形のイベント企画の提案を‼ 感染症（コロナ）に負けない姉妹都市交流を‼

言語学習部会 文化交流部会 姉妹都市交流部会

副部会長：對馬久美子　部会長：小暮香子 部会長：佐藤公子　副部会長：田丸真子 部会長：香西京子　副部会長：土井隆司

世界の人々とホームステイ交流ができる日を‼ 多言語で皆様の交流のかけ橋になります‼ SDGs の推進と多文化共生できる社会を目指して

ホームステイ部会 翻訳・通訳部会 総　務　部　会

委員長：大森洋子　副委員長：宮澤君子 事務局：内山正紀　林美紀子

UIFAのホットな活動を広く伝えます‼ 会議・会計・パソコン・クラウド何でも対応‼

広 報 委 員 会 事　務　局


