
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
人事異動に伴い、事務局次長と係長が代わり局員が１名 

増えました。新メンバー一同、今年度も頑張って参ります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 事務局長 池田 洋子（いけだ ようこ） （右から4番目） 

     次長 谷井 千絵（たにい ちえ）  （右から５番目） 

    係長 小西 弘晃（こにし ひろあき）（右から３番目） 

局員 白石 亜以（しらいし あい） （右から２番目） 

    局員 安藤 佑太（あんどう ゆうた）（右から６番目） 

    局員 高山 善恵（たかやま よしえ）（右から１番目） 

    局員 山浦 育子（やまうら いくこ）（右から８番目） 

    局員 川名 恭子（かわな きょうこ）（右から７番目） 
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新しい事務局員を紹介します 

ウィーン市ドナウシュタット区への派遣高校生を募集します 

荒川区の友好都市ウィーン市ドナウシュタット区へ高校生を派遣します。荒川区の親善大使としてウ

ィーンを訪問し、ホームステイで現地の方々と交流を深めたい高校生の方はぜひご応募ください。 

ドナウシュタット区との相互交流のため、派遣生のご家庭には、原則としてドナウシュタット区から

の派遣生（8月１３日～２２日予定）のホストファミリーを引き受けていただきます。 

 ホームステイでは、日本の家庭の普段の生活を体験してもらうため、特別な「もてなし」は必要あり 

ません。皆様のおもてなしの気持ちで、子ども部屋を一緒に使う等の工夫をしていただければ十分です。 

◆日 程   

７月２１日（金曜日）～8月１日（火曜日） １０泊１２日（予定） 

※事前研修会３回、事後報告会３回程度（報告書の作成）があります。 

◆派遣先  ウィーン市ドナウシュタット区 

◆派遣人数 

高校生６人（書類と面接で選考） 

※引率者として、区職員２人が同行します 

◆参加費  １６万円程度（経費の１/２相当） 

◆応募方法 

５月９日（火曜日）までに参加申込書と作文 

（指定のテーマに関するもの）を協会事務局へ持参または郵送  

※参加申込書及びその他応募条件の詳細は、区役所・区民事務所・図書館で配布している  

募集のチラシをご覧ください。国際交流協会のホームページにも掲載されています。 

オーストリア共和国ウィーン市ドナウシュタット区 ※公用語はドイツ語 

http://www.arakawa-kokusai.com
mailto:bunka@city.arakawa.tokyo.jp


 

 

 

 

 

  

  

 

  

日本語教室、日本語サロンが開講しました 

《茶道教室》 

日 程 4月２１日、６月９日、９月８日、 

１１月１０日、２０１８年２月９日、 

３月９日（いずれも金曜日） 

時 間 １０時３０分～正午  

※６月以降は、開催時間等が変更になる 

場合があります。事前にお問い合わせ 

ください。 

会 場 アクト２１（男女平等推進センター） 

参加費 ５００円/回（外国人参加者は３００円）

    ※２日前までにお申し込みください。 

 

 

《華道教室》 

日 程 5月１９日（金） 

時 間 １４時～１５時３０分 

会 場 アクト２１（男女平等推進センター） 

参加費 ８００円（花材代） 

    （外国人参加者は５００円） 

はさみ、花器は用意いたします。 

 

   ※５月１７日（水）までにお申し込み 

ください。 

《日本語教室》 

 昼の部 夜の部 

日 程 〈1学期〉４月１１日～６月２９日 

毎週火曜日・木曜日（22回） 

時 間 １４時～１６時 １９時～２１時 

会 場 生涯学習センター 日暮里ひろば館 

参 加 費 ６，０００円 ４，８００円 

 

 

《日本語サロン》 

 南千住日本語サロン 荒川日本語サロン 日暮里日本語サロン ゆいの森親子日本語サロン 

日 程 毎週月曜日 毎週水曜日 木曜日（第3木曜日＆祝日休み） 

時 間 １９時～２１時 １４時～１６時 １９時～２１時 10時～１２時 

会 場 南千住区民事務所

西部ひろば館 
生涯学習センター 日暮里ひろば館 

ゆいの森あらかわ 

２階ワークショップルーム 

参 加 費 無料 １００円/回 １００円/回 無料 

 

※参加費には教科書代が含まれています 

※日本人の方も参加できます。日本文化を通して、国際交流しましょう！ 

国際交流サロン 茶道教室と華道教室を開催します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「川の手荒川まつり」に出展します 

川の手荒川まつりと世界の料理教室のボランティアを募集します。ご協力いただける方は、事

務局へお電話またはメールにてご連絡ください！ 

 

１ 川の手あらかわまつり 

◆日 時 4月29日（土・祝日）午前１０時～午後４時（１日、午前または午後のみも可） 

◆場 所 南千住野球場 

◆内 容 民族衣装着衣体験＆撮影コーナーの補助、受付等（お弁当付） 

◆〆 切 ４月２5日（火）までに事務局へご連絡ください。 
 

２ 世界の料理教室  

◆日 時 ６月下旬 

◆場 所 尾久ふれあい館 調理室 

◆対 象 ５月中に開催する打合せ、前日・当日の準備等に参加できる方 

◆内 容 企画から準備、当日の調理補助等 

◆〆 切 ４月２８日（金）までに事務局へご連絡ください。 

 

4月29日（土曜日・祝日）に、川の手荒川まつりが開催されます。 

協会ではチャイナドレスやチマチョゴリなど、世界の民族衣装着衣体験＆撮影コーナーを設けます。

ぜひ遊びにきてください。 

◆日 時 4月29日（土曜日・祝日）午前１０時～午後４時  

※雨天時、撮影コーナーは中止 

◆場 所 南千住野球場 国際交流コーナー 

（JR常磐線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス 

「南千住駅」下車 徒歩12分 

 都電荒川線「荒川一中前」停留場または 

「荒川区役所前」停留場下車 徒歩5分 

コミュニティバスさくら「荒川総合スポーツセンター」 

または「南千住野球場」下車徒歩1分） 

◆参加費 １００円（民族衣装着用代） 

ボランティアを募集します 

昨年度はイタリアの家庭

料理を日本語教室の学習

者さんに教えていただき

ました！ 

華やかな⺠族⾐装を着てポーズ！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月２８日（火曜日）に荒川区国際交流協会平成２８年度第３回理事会が開催され、２９年度 

予算と事業計画が決定しました。 

 

2９年度予算額 収入 10,473千円  支出 10,473千円 

 

《収入内訳》              （単位：千円） 

科目 
２８年度 

予算額 

２９年度 

予算額 
増減 

補助金 6,636 6,636 ０ 

賛助会費 450 450 0 

事業収入 3,103 3,046 ▲57 

諸収入（寄付等） 471 341 ▲130 

 

 《支出内訳》                                 （単位：千円） 

科目 
２8年度 

予算額 

２9年度 

予算額 
増減 主な事業 

管理費 783 995 212 郵送・通信費、消耗品等 

在住外国人支援事業費 2,732 2,502 ▲230 日本語教室、ボランティア養成講座等 

国際理解・啓発事業費 1,441 1,573 132 日本語サロン等 

交流事業費 4,704 4,403 ▲301 バスハイク、ウィーン高校生派遣等 

 

 

 

 

２９年度の主な事業と予算が決定しました 

＜理事会の様子＞ 

「事務局便り」をe-mailで配信します！ 
 ぜひ、ご利用ください！ 

メール配信の方には、事務局便りだけでなく、オーストリア観

光局の配信等国際交流に関する様々な情報をお届けしておりま

す。是非ご登録ください。詳しくは事務局までご連絡ください。 

e-mail : bunka@city.arakawa.tokyo.jp   

編集後記 

新年度から事務局も新体制となり、事

務局員一同、気持ちを新たに春を迎え

ました。皆様と一緒に国際交流協会を

盛り上げていきたいと思います。本年

度も宜しくお願いいたします。（小西） 

毎年好評のフェアトレードコーヒーの販売を行いました。 

荒川区の海外友好交流都市の紹介を行い、ウィーンといえば有 

名なモーツァルトクーゲルチョコ、ヘーゼルナッツクリームの 

ウエハース、済州島のみかんチョコ、中国のフォーチュンクッ 

キーも販売しました。 

当日ご来場された皆さま及びボランティアにご参加いただ 

いた方に、この場を借りて心より感謝申し上げます。 

産業展に出展しました 

mailto:bunka@city.arakawa.tokyo.jp

