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【6 月以降の活動予定他】 

➢ ６月 19 日(日) 俳句・書道ワークショップ 

  13:00～16:00 鴨島公民館 

  俳句講師：上窪 青樹さん、上窪則子さん 

  書道講師：吉野 美苑さん 

  

➢ 7 月 17 日(日) 日本語スピーチコンテスト 

  13:30～15:30 山川公民館 

  発表者：日本語教室受講生７名 

➢ 7 月 24 日(日) 徳島県日本語弁論大会 

 13:30～16:30 あわぎんホール(徳島市) 

◆2022 年度総会・報告          萩森 健治 

5 月 8 日に吉野川市国際交流協会 2022 年度総会を 3

年ぶりに対面で開催。コロナ禍の影響のためか出席者 8

名、委任状 25名と少数でした。瀬尾副会長の司会で進

行し各議案とも全員賛成で可決承認されました。 

会長は「今年度は創立 30周年を迎える。会員数が 75

名から 68 名に減少し、コロナの感染拡大が収束しない

状況下でイベントの開催が厳しい中、できる限り活動

を継続して実施する」と挨拶。次に、教育委員会生涯学

習課からのメッセージが紹介されました。 

議長は萩森が担当し、議案の説明と質疑応答、採決が

行われました。結果は以下の通りです。 

①第１号議案（2021 年度事業報告、収支決算報告）可

決 

②第 2号議案（2022 年度役員改選・案）可決。2022 年

度役員を表-1 に示します。新任された大塚貴司理事が

新任の挨拶と自己紹介。井上さん、後藤田さん、三宅さ

ん、横山さんは任期満了で理事を退任。今後も会員とし

て活動に参加してくださいます。 

③第 3号議案（2022年度事業計画案、予算案）可決 

 

決議採択された今年度の事業については、厳しい環

境下で感染拡大防止を図りながら、理事会で審議し慎

重に進めてゆく予定です。日本語教室は対面での授業

を開催しています。地域の国際交流、国際理解講座、外

国人との交流なども慎重に実施する予定です。8月の阿

波踊りの開催は未定ですが、中止になる場合は、何か代

わりのイベントを企画したいと思います。９月ごろに

30 周年記念事業として多文化共生交流会実施します。

恒例の秋のバスツアーも実施できそうです。 

コロナによる活動の制約、会員減少、予算面などで厳

しい状況ではありますが、地域で暮らす外国の人たち 

との共生や支援、地域の国際化支援などの活動をしっ

かりと続けていかなければならないと思います。皆さ

んと知恵を出し合い、密に情報交換しながら活動を継

続して行きましょう。 

 

会長 萩森 健治 

副会長 

副会長 

副会長・会計 

瀬尾 規子 

細谷 裕重 

三原 敦子 

理事：安部正美、市原昇、大塚貴司、佐藤正、田村実、

長井和秀、新居博、羽山知恵子、平田仁子、 

南部博之、三栖秀昭、宮野悦子 

監事：乾 喜美子、茎田 智恵 

顧問：岡田 晋 

表-1 2022 年度吉野川市国際交流協会・役員 



◆日本語指導ボランティア養成講座の実地研修 

大塚 貴司 

5 月 15 日に徳島県国際交流協会主催の日本語支援ボ

ランティア養成講座の実地研修があり、私も参加させ

ていただきました。 

ボランティア講師 16 名、山川、鴨島教室の受講生 9

名、講師 6 名、徳島県国際交流協会から 3名、計 34名

が参加。受講生が集まるか心配していましたが、9 名が

参加してくれたので 8 グループに分かれボランティア

講師との会話をしました。 

ボランティア

講師の方も広告

チラシ、写真、す

ごろくなど試行

して、受講生と楽

しく会話してい

ました。ボランテ

ィア講師の皆さ

んも、もっと話を

したいと思った

かもしれませんが、限られた時間内ながらボランティ

ア講師の皆さんもいい研修になったのではないかなと

思いました。 

私もいろいろ勉強になりました。また徳島県にはた

くさんの外国人、実習生がいますが、中には勉強したく

てもする所がない

と言う外国人もい

るでしょう。ボラ

ンティア講師を増

やし外国人の働き

やすい、勉強しや

すい、交流しやす

い環境を作ってい

くのが県市町村が

取り組む課題じゃないかと思うので、今後のボランテ

ィア講師の皆さんの活躍に期待しております。 

1 日お疲れ様でした。 

 

 

◆GLITTER 英会話教室     安部 正美 

 石井町の空き家バンクで購入した家を何かに活用で

きないかと思っていたところ、森本さんから英会話教

室等を開催できる所を探していると聞き、まったく英

語力の無い私でも続けられる教室を開いてほしいとお

願いしましたら、快くお引き受けくださり、受講料も

お手軽な（1 回 500 円）で行うこととなりました。 

4 月 13日に第 1回目を行いました。吉野川市国際交

流協会から瀬尾規子さんが来てくださり計 7 人で楽し

く英語を学ぶことができました。 

興味のある方はぜひお越しくださいませ。 

 

 森本佳代さんよりメッセージを頂きました。 

 皆さん、こんにちは、GLITTER です。 

 英国、Swanage International Collage Harrow 

House Bournemouth BEET  Language  Centre Upper 

Intermediate Course  課程修了 

PEPPY KIDS CLUB等の講師を経て 12 年間で 500人以上

の子供達とふれ合ってきましたが、周りの大人の方々

より、英会話を教えてもらいたいと言う希望があり

GLITTERとして大人の初心者及び子供向けイベントレ

ッスンを行っております。 

私のモットーは、とにかく楽しいレッスンをするこ

とです。私が本場で感じた“英語を話すってこんなに

楽しいんだ！”という感覚をそのまま皆さんに感じて

頂ける様、ゲーム等を交えながら温かく楽しい雰囲気

で無理なく１つずつ指導させて頂きたいと思っており

ます。私の周りには英語が苦手という方がたくさんい

らっしゃいます。その言葉を聞くたびとても悲しくな

ります。何故なら英語を話すと言うことは、いろんな

国の方々と話すということに繋がり、それによりたく

さんの発見があるからです。 

 

私は海外に出たことで自分の考え方が大きく変わり

ました。だって、小さな頃から身に付けてきた、これ

が正しい、これが普通と言う考えが通用しないんです

もの！それがとても面白いと思えたので、この経験を

日本でたくさんの人々、特に小さな子供達に伝えたい

と思うようになりました。 

そして、英語に触れるのがおっくうになった大人達



にはお勉強の要素をなくし、楽しいと思って続けてい

たらいつの間にか実力が付いていたと感じられると思

いますので一度参加して頂ければ嬉しいです。 

Let’s enjoy English together !   

 

開催場所：名西郡石井町高原字東高原 374-７ 

開催日時：第 2・4 水曜日 午後 7時 30 分～8 時 30 分 

     第 2・4 土曜日 午前 10 時～11時 

（連絡先：090-4975-0625 安部正美まで） 

 

◆文化研修センター前期講座 

「English with Murphy」   瀬尾 規子 

令和 4 年度の吉野川市文化研修センターの前期講座

「English with Murphy」が 4月から始まりました。 

授業は、4 月から 8 月まで全 10 回、毎月 2回火曜日

の午後 7 時から 8 時半に文化研修センターの和室で行

われます。受講生は 11名で、阿波市や徳島市からも参

加しています。YIA の会員は 6名です。 

第 1 回目は、講師のマーフィーさんがコロナにかか

り、ホテルで１週間ほど隔離生活をすることになった

ため休講になりました。本来は自宅待機だったのです

が、自宅が美郷の山間部で、古民家を活用した宿泊施設

で寝泊まりをしているため、徳島市内でホテル待機と

なりました。朝昼晩、お弁当暮らしだったそうです。 

幸いマーフィーさんは軽症で無事回復し、2回目から

は、いつもどおり楽しい授業をしてくれました。 

3 回目は、好きな映画や音楽について、それぞれ語り

ました。マーフィーさんは、すぐに Googleで検索して

スクリーンに映してくれるので、理解が深まります。映

画のシーンを見せてくれたり音楽も聞かせてくれたり

しました。英語と日本語のバイリンガルの楽しい英会

話教室です。 

 

◆連休に「タケノコ掘り」を楽しむ  萩森 健治 

 5 月 1日の休日に市原さん

宅の竹林でタケノコ掘り。

日本語教室の受講生や講

師、同伴の子どもを含め 19

名が参加しました。新型コ

ロナが蔓延する前は、市原

さんご夫妻のお世話で毎年

タケノコ掘りとバーベキュ

ーをしていましたが、今回

は 3 年ぶりの開催でした。竹林にはたくさんのタケノ

コが顔を出していて、元気のよい受講生らがクワで上

手に掘っていました。皆さん、たくさんのお土産を持

って帰宅。 

 

◆日本語教室と放課後のバラの花見  萩森 健治 

5 月 22 日の鴨島日本語教室にアフガニスタン出身の

ナジラさんという女性が新規加入し、小学 6 年の妹を

連れて来校。妹は日本語が上手で通訳をしてくれまし

た。受講生 9 名、講師 5 名と久々ににぎやかな授業で

した。放課後、教室のすぐ近くの知人の家にバラを見に

行きました。広い庭にたくさんのきれいなバラが咲い

ていて、アオザイを着たベトナム人受講生らはいろん

なポーズで写真撮影を楽しんでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIA定例活動 他  ◆日本語教室：日本語で教えています。講師募集中！ 

【鴨島教室】 毎週日曜日 13：30～15：30 【山川教室】 毎週日曜日 10：00～11：30 

  お問合わせ先：萩森健治 ☎0883-24-8653 

 


