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前会長退任挨拶 杉浦 武 

28 年度の NIFA の活動を振り返ってみますと、期初

に計画しました活動、イベントは会員の皆様のご協力

によりすべて実施することができました。 

私は平成 25 年度より会長職を 2 期 4 年間担当しま

したが、この度小宮副会長へバトンタッチを致します。 

どうか今後とも小宮新会長のもと、皆さんが一丸とな

って NIFA の発展にご協力いただきますようお願い申

し上げます。 

 私は、在任中に本部会議や運営会議の充実を図り各

事業部間のコミュニケーションの活性化により、情報

の共有化を推進しました。 

 特に印象に残っていることは、文化交流事業部より

新規事業を提案され、これを昨年「おおたかの森 S･C」

で開催して大変に好評を博したことです。 

 会長在任中は皆様方のご支援、ご協力をいただき誠

に有難うございました。 

 厚くお礼申し上げます。 

 

 

新会長就任挨拶 小宮 陽一 

杉浦前会長の後を継いで重責を担うこととなり、身

の引き締まる思いです。 

 昨近の活動を見ますと、各事業部では、質の向上や

新しい取組みなどが見られ、内容が充実してきていま

す。 

一方、本部機能はなかなか強化されない状況です。

市との契約事務、ＮＰＯとしてのコンプライアンス、

横断的な活動の取りまとめなど、本部が組織の要であ

ることはいうまでもありません。正会員各位のご理

解・ご協力をいただきながら、強化に向けて課題を克

服してゆきたいと思います。 

 私としては、これまで以上に魅力ある活動の展開を

図り、組織全体の更なる活性化を追求する中で、本部

機能も充実させていきたいと思っております。 

 共に、頑張りましょう。  
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活力あふれる流山には 活力あふれるＮＩＦＡが似合う 

4 月 22 日（土）、NIFA の第 6 回通常総会が開催されました。正会員の出席によ

り、平成 28 年度の活動、決算報告が了承され、29 年度の活動方針、予算が承認

されました。また役員の改選により新たな体制となりました。   

 

杉浦前会長：NIFA での略歴 

平成 12 年 4 月：NIFA に入会 

平成 15 年 4 月：理事に就任 

外国語講座委員長 

平成 22 年 4 月：副会長 

平成 25 年 4 月：会長 

小宮新会長：NIFA での略歴 

平成 3 年 5 月：NIFA に入会 

平成 7 年 4 月：理事に就任 

         文化交流委員長 

平成 25 年 4 月：副会長 

平成 29 年 4 月：会長 

杉浦前会長（左）と小宮新会長（右） 

平成 28年度の歩み

をたどり、29 年度に

向けて取り組む課

題、活動を見渡しま

す。 

通常総会の議事を

まとめた NIFA の事

業報告です。 

http://www.irasutoya.com/2016/05/blog-post_990.html
http://www.irasutoya.com/2013/09/blog-post_8914.html
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 国際交流サロンの開催 

 「Tea Ceremony」 28年 ６月 15日 中国茶の歴史を学び、味を楽しみました           20名参加 

 「世界を知ろう」  28年 6月 25日 米国オハイオ州、ナイジェリア出身の 2名のプレゼンターに 

                           による地域や国情の紹介、英語での催し           38名参加 

 「ゴーヤ料理教室」28年 ８月 31日 暑い夏を乗り切る料理紹介、レシピコンテストも         24名参加 

 「FESTA 2016」  28年 11月 12日 おおたかの森Ｓ･Ｃ内のイベントスペース 

「be in love with ASIA」と題して各国の歌や舞踊を演じました 

 「キッズ英語でクリスマスパーティー」 3歳～小学校低学年対象                    19名参加 

                   28年 12月 10日 初めての企画、簡単な英語で、親子一緒に楽しみました 

 「異文化教育」  29年  2月 3日 流山小学校 3年生を対象に外国の文化、習慣などを紹介 

                             講師は中国、英国、韓国、カナダ、台湾の方５名              

 「NIFA交流パーティー」29年 2月 18日 会員相互の親睦、交流を図りました          129名参加 

 

 他団体と共催、共同、協力したイベントへの参加 

 流山青年会議所主催のワークショップ「和の心サミット」に NIFAの外国人会員を紹介    28年 10月 20日 

 流山市民祭りに出展 子供向けに民族衣装を着て写真撮影、午前で約 60組が撮影    28年 10月 30日 

 星和江戸川台自治会主催の防災訓練後援、 災害時の地域内外国人支援の点から     28年 12月 3日 

 中央公民館祭り   日本語講座事業部と文化交流事業部が参加                 29年 2月 18日 

 

 流山市から委託された事業（1年間） 

 国際化施策事業   国際理解サポートセンター（江戸川台）にて 

 市内小中学校への日本語講師派遣事業（日本語講座事業部担当） 

 日本語教室の共催事業（中央公民館との）（日本語講座事業部担当） 

 

 NIFAを人材面から強化し、組織的な運営ができるようにする取り組み 

 「多文化共生マネジャー」の養成 NIFA会員が講習を受講しマネジャーとして認定されました 

 以下の規程を制定 平成 29年 3月 25日の臨時理事会にて議決、 平成 29年 4月 1日発効 

- 講座運営規則、 講座受講約款、 研修補助規程、 後援規程 

 

 外部団体・諸会議への代表者派遣・参加 

 東葛地区国際交流協会連絡協議会（流山、柏、我孫子、野田、鎌ヶ谷）   

 流山市 男女共同参画審議会      ◆   流山市青少年育成会議 

 流山市観光協会への理事派遣     ◆   流山市市民祭り実行委員会 

 

 各事業部の活動 

 外国語講座事業部： 4か国語 18講座（内英語 12） 延べ 340回開講 451人受講 

 外国語支援事業部： 国際化施策事業の担当として相談、翻訳実務を行う他、 

「多文化共生マネジャー養成講座」「災害時外国人サポート養成講座」に参加 

 

 

 

http://www.irasutoya.com/2016/10/blog-post_30.html
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 日本語講座事業部： 市内 9小中学校 19人の生徒に日本語講師を派遣 

成人向けに日本語講座開催 40回開講 延べ 355人受講 

 文化交流事業部：  木蘭扇 18回実施 9人受講、ワールドハーモニー  22回実施 16人受講 

            参加イベント：   セントラルパークフェスタ、美田納涼祭、江戸川台納涼、柏ハイライズ納涼祭、 

流山市太極拳の集い、FESTA2016、交流パーティー、中央公民館祭り 

 ホームステイ事業部： ニュージランド高校生 1名（4月）、レッドランズ（USA）大学学生、教師 14名（5月）、 

レッドリンチ（オーストラリア）高校生、教師 19名（9月） 

タイ高校生 10名（12月）、麗澤大学生（6月及び 10月 計 12名） 

 広 報 部 ：         「NIFA NEWS」発行（4回）、広報パンフの作成 

 

 

 次の課題を念頭に活動を進めます 

✓ 市内の外国人増加に対し、サポート体制を考えます 

- 日本語講座事業の拡大、拡充 

- 外国人サポーターの増員とニーズに対応できる組織作り 

✓ 若年層の居住者増に対応し、幼児、学童への国際感覚向上を支援する活動を検討、準備します 

 

 NIFA全体で取り組む活動はこのように進めます 

✓ 国際交流サロンは旧来型にこだわらず、改善、新規アイデアの実施も検討します 

✓ 交流パーティーの実施、内容については改めて検討します 

✓ 他団体と共催、共同、協力は引き続き推進します 

✓ 29年度の委託事業は、28年度と同様流山市他から受託しました 

✓ 外部団体・諸会議への代表者派遣・参加も前年と同様に進めます 

 

 各事業部は以下のポイントで活動を進めます 

✓ 外国語講座業部：   講座の新設、改編など受講生の希望、新規需要などを勘案しながら検討します 

✓ 外国語支援事業部： 市との連携により、相談窓口などの通訳の協力を進めます 

                      多文化共生への理解を深める活動を進めます 

✓ 日本語講座事業部： 昨年度並みの活動を基礎に、市内の外国人に認知度を高める工夫をします 

✓ 文化交流事業部：  市内多方面のイベントに参加しながら受講者の増加を図ります 

✓ ホームステイ事業部：イタリアの合唱団来日によるホームステイの受け入れ対応のほか 

                      レッドランズ大学のホームステイ、麗澤大学の留学生受け入れを予定しています 

✓ 広 報 部：         「NIFA NEWS」4回発行、イベント報告中心から活動の内容に焦点を当てた内容にします 

平成 29年度も幅広く活動を進めます 

 

 NIFAはこのような会議体で運営しています 

✓ 総会：正会員により構成され、定款変更、解散、合併、事業計画、予算、事業報告、決算、役員の選任などを議決 

✓ 理事会：理事により構成され、総会付議事項、総会議決事項の執行事項、会費の額、事務局の組織・運営などを 

議決 

✓ 本部会議：会長、副会長、事務局長、総務部長、経理部長、広報部長（８月以外毎月１回） 

        活動全般についての方針、方向付け審議 

✓ 運営会議：本部会議メンバー、各事業部長（８月以外毎月１回）、日常運営全般の報告、審議 

✓ プロジェクト会議：NIFA全体で取り組むイベントなど横断的に適宜組織化 

 

http://www.irasutoya.com/2016/09/blog-post_137.html
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理事 会長 杉浦 武 理事 会長 小宮 陽一 

理事 副会長兼経理部長 小宮 陽一 理事 副会長兼広報部長 小谷  良美 

理事 副会長兼国際交流サロン担当 小谷 良美 理事 事務局長兼総務部長 中橋 義尚 

理事 事務局長兼総務部長 中橋 義尚 理事 顧問 佐藤 元子 

理事 広報部長 杉崎 覚 理事 顧問 杉浦 武 

理事 顧問 佐藤 元子 理事 外国語講座事業部長兼経理部長 西山 勝 

理事 外国語講座事業部長 西山 勝 理事 外国語支援事業部長 長田 麗子 

理事 外国語支援事業部長 長田 麗子 理事 日本語講座事業部長 佐藤 三穂 

理事 日本語講座事業部長 野口 睦子 理事 ホームステイ事業部長 小澤 弥佐子 

理事 ホームステイ事業部長 小澤 弥佐子  文化交流事業部長 花家 真理 

 文化交流事業部長 花家 真理 理事 (流山商工会議所） 海老原 新蔵 

理事 (流山商工会議所） 海老原 新蔵 理事 (流山ロータリークラブ) 熊坂 牧子 

理事 (流山ロータリークラブ) 熊坂 牧子 理事 (流山中央ロータリークラブ) 蓮見 昌世 

理事 (流山中央ロータリークラブ) 蓮見 昌世 理事 （流山市観光協会） 田中 弘樹 

理事 （流山市観光協会） 田中 弘樹 監事  大塚 和雄 

監事  橋本 清 監事  谷田 健美 

監事  関 米勝    
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H.29収入予算(合計6,230）
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NIFA mini HISTORY 

 NIFA は、平成 3 年（1991 年）5 月 1 日に

発足、今年の 5 月で満 26 年になります。 

 NPOになったのは平成 23 年 10 月 31日で

す。 

編集後記 ：総会も終わり新年度の活動の始まり、

季節はピンクからライトグリーンへ。あたりに若々

しいエネルギーを感じます。 

 会報も内容、スタイルを変えました。 

感想をお待ちします。 （西山 勝、三嶋 栄子） 

平成 28 年度の役員  (退任の方お疲れ様でした) 平成 29 年度の役員 (新任の方よろしくお願い致します) 


