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第 24 回 通常総会（報告）

第二号議案にて、昨年度の収支報告があり、第

第２４回目となる通常総会を、平成３１年４月

三号議案では、その監査結果の報告でした。Ｔシ

１４日（日）、防災センター３Ｆにて実施しまし

ャツ費用など例年にはない使途もありましたが、

た。冒頭に市長の代理として、企画財政部長の髙

全体としては予算内で成立しました。

橋良典（たかはしよしのり）氏にご挨拶をいただ

第四号議案では、新年度の事業計画案が可決さ

きました。その後、「議案書」に基づき、議事を

れ、第五号議案で、その収支計画が可決されまし

進行し、第１号議案から第７号議案までの案が原

た。新年度は、ふたたび狛江古代カップ多摩川い

案通りに承認・可決されました。

かだレースへの出場が計画されています。
第六号議案では、会則の変更が可決されました。
会員数の減少の対策として、年度途中（下半期）
での入会時に会費を半分にする、という新しいル
ールとなっています。これにより、会員数の減少
に歯止めをかけたいとの思いがあります。
第七号議案では、役員体制が決定されました。
新体制では、２名の新しい理事が加わることにな
りました。以下の内容となっております。
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第一号議案の活動経過報告にて、活動結果が報

理事

金子 和枝

告されましたが、昨年度は特に、KIFA 会員用のＴ

理事

海老原 弘一

シャツ作成がありました。初回版を会員価格で購

理事

伊藤 美枝子（新任）

入された方も多かったと思います。それ以外に、

理事

金津 努（新任）

盆踊り体験、市民まつりでのドイツ料理の出店、

監事

山口 正隆

ウクライナをテーマとした国際交流サロンの実施、

監事

勝瀬 澄子

（第 24 回 通常総会の様子）

ニューイヤーパーティ、日本語スピーチ大会の開
催などが大きなニュースであったと思います。事

総会後には、恒例となっている狛江市の平和祈

業への参加人数は、一昨年の 382 名を上回り、393

念事業「みんなで輪をつくろう」の記念撮影を行

名でした（市民まつり来店者を除く）。

いました。当日、出席いただいた会員の方や市役
所の政策室の方を含めて、撮影がされました。

“みんなで楽しく”をモットーに活動したいと
思います。趣味は、ランニングと野菜作りです。
宜しくお願い致します。

～年間行事（計画）について～
総会において説明された、令和元年度の年間行事
(計画)を、以下にご紹介します。
【広報関係】
（総会後の記念撮影）

① ＫＩＦＡたよりの電子化と定期発行
年４回（カラー）

～新任理事によるご挨拶～
伊藤 美枝子 理事
狛江に越して来て３年が経ちました。
夫の仕事の関係で、島根県に 30 年居りました。

② ＳＮＳ活用による協会のＰＲ推進

通年

③ ＫＩＦＡホームページの管理運用

通年

④ メールマガジンの発刊

通年

【国際理解関係】
① 日本語スピーチ大会と交流会

３月上旬

その間、私はピアノ教師をして居りましたが、こ
ちらでは、この春より児童館で、音楽の時間を受

【市民交流関係】

け持ち、楽しんで居ります。

① 多摩川いかだレースとＢＢＱ実施

島根の前には、イギリスに夫の仕事で３年以上

7 月中旬

② 日本の夏を知ろう＆浴衣で盆踊り体験

居りました。その時にボランティアの方々に大変

8 月上旬

お世話になりました。語学の勉強やコンサートを

③ 市民まつり出店

11 月中旬

開いて頂いたり(恥ずかしながら、日本人の作品

④ 国際交流サロン

年１回

をご披露しました) 、お陰で孤独にならず、楽し

⑤ ニューイヤーパーティ

年２回

い生活を送る事が出来ました。残念ながら、英語

⑥ 英会話「こまぐりっしゅ café」

月１回

は大分忘れてしまいましたが、今度は私が少しで

⑦ 会員交流会

年１回

もお手伝いをさせて頂く番かなと思っています。
これから少しずつ学んで行きますので、宜しく
お願い致します。

【その他】
① 外国人相談への対応等

通年

② 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ
金津 努

理事

応援事業等

通年

今年度から KIFA の運営に携わることになりま
した､狛江在住２４年の金津努です。
リタイアを機に、それまで素通りしておりまし
た狛江市をもっと知り、知人を増やすべく情報収

いかだレース出場とＢＢＱ実施！
２年ぶりとなりますが「狛江古代カップ多摩川

集を行い、こまぐりっしゅ Café をきっかけに

いかだレース」へ出場します。今回も、メキシコ、

KIFA を知りました。入会歴２年です。

シンガポール、アメリカ、フランスという国際色
豊かなチーム編成となります。

また、終了後のバーベキューは、会員の交流の

協力ができない方も、バーベキュー場での外国

場として、盛り上げていきたいと考えています。

人を含めた交流会にはご参加いただき、飲んだり

出場者の外国人にも参加いただきます。

食べたりしながら、楽しい時間を過ごしましょう。

お時間のある方は、レース実施への協力とバー
ベキューへの参加をお願いいたします。会員の参
加費は 1000 円を予定しています。

日本の夏を知ろう
＆ 浴衣で盆踊り体験
本年も外国人の方を集めて、日本の夏を体験し
ていただく場を予定しています。盆踊りとその後
の交流会を中心に企画を検討中です！
KIFA 保有のゆかたを使い、踊りも指導いただい
て、盆踊りを楽しんでいただく内容です。交流会
では、どんな食事を用意して、外国人の方に何を
体験していただくか、詳細は検討中です。
夜の催しになりますが、会員の方は是非、交流

（2017 年のいかだレース参加者）

会への参加を検討ください。また、身近な外国人
の方へ、お声掛けをいただき、お誘いあわせの上

レース実施日

：令和元年７月２１日（日）

で、気軽にご参加をください。

10:50 頃スタート予定です。
レース実施場所：多摩川五本松～宿河原堰手前
ＢＢＱ開催：12:00 より。
（ゴール近くのＢＢＱコーナー、区画 14 番）

（昨年の盆踊りの様子：
練習の様子が、J:COM で報道されました。）
実施日

：令和元年８月４日（土）19:00～
着付けの開始は、17:00～となります。

実施場所：中央公民館（市民センター）
（前回のＢＢＱの様子）
KIFA のゆかたは、１４名まで利用可能です（女
会員の集まる貴重な機会となります。なるべく

性 の み ）。 先 着 順 と な り ま す 。 事 前 に メ ー ル

万障繰り合わせの上、ご参集ください。朝７時半

（info@komae-kifa.com）で申し込みください。尚、

からの協力者（筏の運搬）やＢＢＱのお手伝いさ

ご自分のゆかたを利用される方にも、数名枠で、

んも募っています。お時間と体力のある方は、KIFA

着付け指導があります（女性のみ。事前連絡が必

メアド迄、ご連絡をお願いします。

要となります）。

「こまぐりっしゅ café」７月度の実施
その他のご連絡
日について！
【会費納入のお願い】
狛江でいちばん入りにくいバー「Gota Bar」を
お借りして、英会話サロン『こまぐりっしゅ cafe』
を実施中です。

本年度（令和元年）の会費納入が、まだお済み
でない会員の方は、狛江市役所政策室へお持ちい

７月については、会場の Gota Bar さんのご都合
で、第二土曜日（７月１３日）に実施となります。
開催時間は通常の午後３時～４時半です。

ただくか、下記銀行口座へのお振り込みをお願い
致します。
銀行振込みの手数料は自己負担となります。

８月以降は通常の第一土曜日に戻りますので、
お間違えのないようにお願いいたします。

みずほ銀行狛江支店

普通 １４８７８０１
狛江市国際交流協会

（前回＝6 月 1 日の様子）

この日本語の「たより」をお近くの外国人の方にお知らせください
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