
 

       

 

FAX

 

 

 

２０１６

１７

会が開催された。黒澤理事長

動への謝意と本年度活動への協力

挨拶

が審議された

議題１【議長選出】澤野理事が議長に

   

議題２【２０１

議題３【２０１

議題４【２０１

議題５【２０１６年

議題６【２０１６

議題７【理事・監事の選任】について

   

   

       

   

議題８【その他】については

 

☆総会の議事録より

 ・２０１

 ・

 ・南米の子どもに母語であるスペイン語を教えることは素晴らしいことであり、今後も大いに続

 ・年末国際交流会の参加人数が把握しにくい。１５０人の予定が１００人であったため買出し予

 ・

       

FAX：0466-44

２０１６（平成２

７時、東勝寺客殿において第

会が開催された。黒澤理事長

動への謝意と本年度活動への協力

挨拶があり、議長の進行により以下の

が審議された。

議題１【議長選出】澤野理事が議長に

   選出された。

議題２【２０１

業報告 

議題３【２０１

議題４【２０１

され承認された。

議題５【２０１６年

され可決

議題６【２０１６

れ可決された。

議題７【理事・監事の選任】について

   ・理事の任期は２年間（平成２８年７月１日より平成３０年６月３０日）

   ・理事 

       

   ・監事 

議題８【その他】については

☆総会の議事録より

・２０１６年３月４日、湘南台公民館で行われた「外国人による日本語スピーチ大会」は、有意

義な大会であ

・MINTOMO

・南米の子どもに母語であるスペイン語を教えることは素晴らしいことであり、今後も大いに続

けて、外交官がでるほどになってほしい。

・年末国際交流会の参加人数が把握しにくい。１５０人の予定が１００人であったため買出し予

算増となった。

・PC 用プリンターの老朽化により更新した。また、会報の印刷はインク代、紙代、時間等の労

                         

NPO

44-0452   

（平成２８）年５月

時、東勝寺客殿において第

会が開催された。黒澤理事長

動への謝意と本年度活動への協力

議長の進行により以下の

。 

議題１【議長選出】澤野理事が議長に

された。 

議題２【２０１５年度（平成２

 各教室事業報告】について稲川理事より説明がなされ、承認された。

議題３【２０１５年度（平成２

議題４【２０１５年度（平成２

され承認された。

議題５【２０１６年度（平成２

可決された。

議題６【２０１６度（平成２

された。 

議題７【理事・監事の選任】について

・理事の任期は２年間（平成２８年７月１日より平成３０年６月３０日）

  黒澤宗剛

        神山 

  後藤真弓

議題８【その他】については

☆総会の議事録より 

年３月４日、湘南台公民館で行われた「外国人による日本語スピーチ大会」は、有意

であり今後も続けていってもらいたい。

MINTOMO 日本語教室の学習支援の内容は書く生徒の要望に応じた学習である

・南米の子どもに母語であるスペイン語を教えることは素晴らしいことであり、今後も大いに続

けて、外交官がでるほどになってほしい。

・年末国際交流会の参加人数が把握しにくい。１５０人の予定が１００人であったため買出し予

算増となった。吟味の必要あり。

用プリンターの老朽化により更新した。また、会報の印刷はインク代、紙代、時間等の労

                 

NPO 法人

0452   E メール：

）年５月２８日（土）

時、東勝寺客殿において第６回通常総

会が開催された。黒澤理事長から昨年度活

動への謝意と本年度活動への協力

議長の進行により以下の

議題１【議長選出】澤野理事が議長に

年度（平成２７年度）事

各教室事業報告】について稲川理事より説明がなされ、承認された。

年度（平成２７

年度（平成２７年度）監査報告】について

され承認された。 

度（平成２８度）事業計画】について稲川理事より事業計画

された。 

度（平成２８度）収支計画】について稲川理事より収支計画に基づき説明がなさ

 

議題７【理事・監事の選任】について

・理事の任期は２年間（平成２８年７月１日より平成３０年６月３０日）

黒澤宗剛  澤野

 史  石渡

後藤真弓 

議題８【その他】については特に意見

年３月４日、湘南台公民館で行われた「外国人による日本語スピーチ大会」は、有意

り今後も続けていってもらいたい。

日本語教室の学習支援の内容は書く生徒の要望に応じた学習である

・南米の子どもに母語であるスペイン語を教えることは素晴らしいことであり、今後も大いに続

けて、外交官がでるほどになってほしい。

・年末国際交流会の参加人数が把握しにくい。１５０人の予定が１００人であったため買出し予

吟味の必要あり。

用プリンターの老朽化により更新した。また、会報の印刷はインク代、紙代、時間等の労

                 

法人 地球市民友の会

メール：npo.terratomo@gmail.com   HP

日（土）

回通常総

昨年度活

動への謝意と本年度活動への協力依頼の

議長の進行により以下の議題

議題１【議長選出】澤野理事が議長に 

年度）事

各教室事業報告】について稲川理事より説明がなされ、承認された。

７年度）収支計算書】について稲川理事より

年度）監査報告】について

度）事業計画】について稲川理事より事業計画

度）収支計画】について稲川理事より収支計画に基づき説明がなさ

議題７【理事・監事の選任】について黒澤理事

・理事の任期は２年間（平成２８年７月１日より平成３０年６月３０日）

澤野 博  

石渡裕司 

意見はなかった。

年３月４日、湘南台公民館で行われた「外国人による日本語スピーチ大会」は、有意

り今後も続けていってもらいたい。

日本語教室の学習支援の内容は書く生徒の要望に応じた学習である

・南米の子どもに母語であるスペイン語を教えることは素晴らしいことであり、今後も大いに続

けて、外交官がでるほどになってほしい。

・年末国際交流会の参加人数が把握しにくい。１５０人の予定が１００人であったため買出し予

吟味の必要あり。 

用プリンターの老朽化により更新した。また、会報の印刷はインク代、紙代、時間等の労

                 

地球市民友の会

npo.terratomo@gmail.com   HP

各教室事業報告】について稲川理事より説明がなされ、承認された。

年度）収支計算書】について稲川理事より

年度）監査報告】について

度）事業計画】について稲川理事より事業計画

度）収支計画】について稲川理事より収支計画に基づき説明がなさ

理事長より以下の説明がなされ

・理事の任期は２年間（平成２８年７月１日より平成３０年６月３０日）

  稲川文雄  

はなかった。 （

年３月４日、湘南台公民館で行われた「外国人による日本語スピーチ大会」は、有意

り今後も続けていってもらいたい。 

日本語教室の学習支援の内容は書く生徒の要望に応じた学習である

・南米の子どもに母語であるスペイン語を教えることは素晴らしいことであり、今後も大いに続

けて、外交官がでるほどになってほしい。 

・年末国際交流会の参加人数が把握しにくい。１５０人の予定が１００人であったため買出し予

用プリンターの老朽化により更新した。また、会報の印刷はインク代、紙代、時間等の労

                 

地球市民友の会 

npo.terratomo@gmail.com   HP

各教室事業報告】について稲川理事より説明がなされ、承認された。

年度）収支計算書】について稲川理事より

年度）監査報告】について後藤

度）事業計画】について稲川理事より事業計画

度）収支計画】について稲川理事より収支計画に基づき説明がなさ

より以下の説明がなされ

・理事の任期は２年間（平成２８年７月１日より平成３０年６月３０日）

  堀 千鶴

（１８時に

年３月４日、湘南台公民館で行われた「外国人による日本語スピーチ大会」は、有意

 

日本語教室の学習支援の内容は書く生徒の要望に応じた学習である

・南米の子どもに母語であるスペイン語を教えることは素晴らしいことであり、今後も大いに続

・年末国際交流会の参加人数が把握しにくい。１５０人の予定が１００人であったため買出し予

用プリンターの老朽化により更新した。また、会報の印刷はインク代、紙代、時間等の労

                  

 

npo.terratomo@gmail.com   HP：http//www.terratomo.com

各教室事業報告】について稲川理事より説明がなされ、承認された。

年度）収支計算書】について稲川理事より

後藤監事より適正

度）事業計画】について稲川理事より事業計画

度）収支計画】について稲川理事より収支計画に基づき説明がなさ

より以下の説明がなされ承認され

・理事の任期は２年間（平成２８年７月１日より平成３０年６月３０日）

千鶴  馬目貞夫

１８時に閉会。その後

年３月４日、湘南台公民館で行われた「外国人による日本語スピーチ大会」は、有意

日本語教室の学習支援の内容は書く生徒の要望に応じた学習である

・南米の子どもに母語であるスペイン語を教えることは素晴らしいことであり、今後も大いに続

・年末国際交流会の参加人数が把握しにくい。１５０人の予定が１００人であったため買出し予

用プリンターの老朽化により更新した。また、会報の印刷はインク代、紙代、時間等の労

http//www.terratomo.com

各教室事業報告】について稲川理事より説明がなされ、承認された。

年度）収支計算書】について稲川理事より説明され承認された

監事より適正であったことが

度）事業計画】について稲川理事より事業計画に基づき

度）収支計画】について稲川理事より収支計画に基づき説明がなさ

承認された。

・理事の任期は２年間（平成２８年７月１日より平成３０年６月３０日） 

馬目貞夫  

。その後懇親会

年３月４日、湘南台公民館で行われた「外国人による日本語スピーチ大会」は、有意

日本語教室の学習支援の内容は書く生徒の要望に応じた学習である

・南米の子どもに母語であるスペイン語を教えることは素晴らしいことであり、今後も大いに続

・年末国際交流会の参加人数が把握しにくい。１５０人の予定が１００人であったため買出し予

用プリンターの老朽化により更新した。また、会報の印刷はインク代、紙代、時間等の労

第第第第

201６(平成

NPO 法人地球市民友の会

藤沢市高倉

☎0466

http//www.terratomo.com

各教室事業報告】について稲川理事より説明がなされ、承認された。 

され承認された

であったことが報告

に基づき説明がな

度）収支計画】について稲川理事より収支計画に基づき説明がなさ

た。 

  望月千春 

懇親会） 

年３月４日、湘南台公民館で行われた「外国人による日本語スピーチ大会」は、有意

日本語教室の学習支援の内容は書く生徒の要望に応じた学習である。 

・南米の子どもに母語であるスペイン語を教えることは素晴らしいことであり、今後も大いに続

・年末国際交流会の参加人数が把握しにくい。１５０人の予定が１００人であったため買出し予

用プリンターの老朽化により更新した。また、会報の印刷はインク代、紙代、時間等の労

第第第第    ２２２２１１１１    号号号号    

平成 2８)年 

法人地球市民友の会

藤沢市高倉 258 東勝寺内

0466-44-7570

http//www.terratomo.com 

され承認された。 

報告

説明がな

度）収支計画】について稲川理事より収支計画に基づき説明がなさ

 

年３月４日、湘南台公民館で行われた「外国人による日本語スピーチ大会」は、有意

・南米の子どもに母語であるスペイン語を教えることは素晴らしいことであり、今後も大いに続

・年末国際交流会の参加人数が把握しにくい。１５０人の予定が１００人であったため買出し予

用プリンターの老朽化により更新した。また、会報の印刷はインク代、紙代、時間等の労 

    

 ７月 

法人地球市民友の会 

東勝寺内 

7570 



力を考慮すると外注したほうが安上がりであった。

 ・

 

 

 

 

８月２０（土）～２１（日）の１泊２日、

生）を募集しています。

活を行うこと

メン、花火やスイカ割り等

宿泊体験行事

加経験者から毎年

けでも参加できるように申込書を用意してあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国籍外国籍外国籍外国籍

 

     

     

  

 

 

☆お

力を考慮すると外注したほうが安上がりであった。

・例年９月に実施していた「流しソーメン」は８月の「子どもお泊り会」のなかで実施すること

になった。

 

８月２０（土）～２１（日）の１泊２日、

生）を募集しています。

活を行うことにより

メン、花火やスイカ割り等

宿泊体験行事は今の

加経験者から毎年

けでも参加できるように申込書を用意してあります。

外国籍外国籍外国籍外国籍のおのおのおのお

 

☆参加費

☆場 所

☆申 込

     ○a  

     ○c  

     ☆集合

※当日の

その他各

お寺に泊まらないで

力を考慮すると外注したほうが安上がりであった。

例年９月に実施していた「流しソーメン」は８月の「子どもお泊り会」のなかで実施すること

になった。 

８月２０（土）～２１（日）の１泊２日、

生）を募集しています。

により相互理解を図る事業」として実施してきたものである。坐禅や清掃、流しソー

メン、花火やスイカ割り等

は今の時代の

加経験者から毎年好評をいただいている。今年度は、大人も子供もバーベキューと流しソーメンだ

けでも参加できるように申込書を用意してあります。

のおのおのおのお友友友友だちだちだちだち

参加費  ：  １５００１５００１５００１５００

所  ：  東勝寺

込  ： ①名前

下記方

 FAX(０４６６

 ハガキ （〒

集合・解散   ：

の持ち物 ：

他各自で必要

まらないで、

力を考慮すると外注したほうが安上がりであった。

例年９月に実施していた「流しソーメン」は８月の「子どもお泊り会」のなかで実施すること

８月２０（土）～２１（日）の１泊２日、

生）を募集しています。これは、「日本人の子ども

相互理解を図る事業」として実施してきたものである。坐禅や清掃、流しソー

メン、花火やスイカ割り等を楽しむことができる。

時代の子どもたちにとって

をいただいている。今年度は、大人も子供もバーベキューと流しソーメンだ

けでも参加できるように申込書を用意してあります。

だちだちだちだち・・・・日本日本日本日本のおのおのおのお

１５００１５００１５００１５００円円円円 （

東勝寺 （藤沢市高倉

名前 ②電話番号

下記方法で申

０４６６－４４－０４５２

（〒252-0802 

： ２０日５：００

： 参加費、

必要なもの      

、バーベキューバーベキューバーベキューバーベキュー

力を考慮すると外注したほうが安上がりであった。

例年９月に実施していた「流しソーメン」は８月の「子どもお泊り会」のなかで実施すること

８月２０（土）～２１（日）の１泊２日、夏休み恒例の行事「お寺に泊まろう！」の

「日本人の子ども

相互理解を図る事業」として実施してきたものである。坐禅や清掃、流しソー

を楽しむことができる。

子どもたちにとって

をいただいている。今年度は、大人も子供もバーベキューと流しソーメンだ

けでも参加できるように申込書を用意してあります。

のおのおのおのお友友友友だちだちだちだち

（当日集金）

藤沢市高倉

電話番号 ③

申し込んでください

０４５２)          

0802 藤沢市高倉

００PM 集合

、バスタオル

      

バーベキューバーベキューバーベキューバーベキューだけ（

力を考慮すると外注したほうが安上がりであった。 

例年９月に実施していた「流しソーメン」は８月の「子どもお泊り会」のなかで実施すること

夏休み恒例の行事「お寺に泊まろう！」の

「日本人の子どもたち

相互理解を図る事業」として実施してきたものである。坐禅や清掃、流しソー

を楽しむことができる。「お寺で共に遊び

子どもたちにとっては、なかな

をいただいている。今年度は、大人も子供もバーベキューと流しソーメンだ

けでも参加できるように申込書を用意してあります。 

だちだちだちだち、、、、    小学生対象小学生対象小学生対象小学生対象

）     

藤沢市高倉２５８） 

③郵便番号

んでください。 

        ○b  

藤沢市高倉２５８  

集合  ２１日１

バスタオル２枚（寝るとき

            注

（1000 円）

例年９月に実施していた「流しソーメン」は８月の「子どもお泊り会」のなかで実施すること

夏休み恒例の行事「お寺に泊まろう！」の

たちと日本に住む外国籍の子ども

相互理解を図る事業」として実施してきたものである。坐禅や清掃、流しソー

「お寺で共に遊び

、なかなか貴重な体験

をいただいている。今年度は、大人も子供もバーベキューと流しソーメンだ

 

小学生対象小学生対象小学生対象小学生対象ですがですがですがですが

    ☆定 員

郵便番号 ④住所 

 

 E メール（

  NPO 地球市民友

１：００PM 解散

るとき使う）、

注）お風呂入

）、流流流流しそうめんしそうめんしそうめんしそうめん

例年９月に実施していた「流しソーメン」は８月の「子どもお泊り会」のなかで実施すること

夏休み恒例の行事「お寺に泊まろう！」の

と日本に住む外国籍の子ども

相互理解を図る事業」として実施してきたものである。坐禅や清掃、流しソー

「お寺で共に遊び、活動し、

か貴重な体験ができる

をいただいている。今年度は、大人も子供もバーベキューと流しソーメンだ

ですがですがですがですが    

員 ３０名程度

 を書いて

（npo.terratomo@gmail.com

地球市民友の

解散 

）、洗面道具、

風呂入れません

しそうめんしそうめんしそうめんしそうめんだけ

例年９月に実施していた「流しソーメン」は８月の「子どもお泊り会」のなかで実施すること

夏休み恒例の行事「お寺に泊まろう！」の

と日本に住む外国籍の子ども

相互理解を図る事業」として実施してきたものである。坐禅や清掃、流しソー

、活動し、食事をし

ができる場ということで

をいただいている。今年度は、大人も子供もバーベキューと流しソーメンだ

    親子参加親子参加親子参加親子参加

名程度  

いて ８月月月月６６６６日日日日

npo.terratomo@gmail.com

の会） 

、筆記用具、

れません 

だけ（200 円）の

例年９月に実施していた「流しソーメン」は８月の「子どもお泊り会」のなかで実施すること

夏休み恒例の行事「お寺に泊まろう！」の参加者（小学

と日本に住む外国籍の子どもたちが共同生

相互理解を図る事業」として実施してきたものである。坐禅や清掃、流しソー

食事をし、泊まる」

ということで

をいただいている。今年度は、大人も子供もバーベキューと流しソーメンだ

親子参加親子参加親子参加親子参加 OKOKOKOK！！！！

日日日日までに  

npo.terratomo@gmail.com） 

、 

の参加ＯＫ！

例年９月に実施していた「流しソーメン」は８月の「子どもお泊り会」のなかで実施すること

参加者（小学

が共同生

相互理解を図る事業」として実施してきたものである。坐禅や清掃、流しソー

泊まる」

ということで参

をいただいている。今年度は、大人も子供もバーベキューと流しソーメンだ

！！！！    

 

ＯＫ！ 



 

 

 

日本語友日本語友日本語友日本語友のののの会会会会    外国籍市民（親子対象）に日本語を教えています。 

    

 

    

 

MINTOMOMINTOMOMINTOMOMINTOMO 日本語教室日本語教室日本語教室日本語教室    外国籍の小中高生に日本語指導や学習支援をしています。 

   

 

スペインスペインスペインスペイン語教室語教室語教室語教室    外国籍の小中宗高生に母語としてのスペイン語を教えています。 
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「七夕飾り」の意味知ってますか？「七夕飾り」の意味知ってますか？「七夕飾り」の意味知ってますか？「七夕飾り」の意味知ってますか？            

 

夏祭りといえば七夕、花火大会、盆踊り等々。７月に入ると一斉に七夕の飾りつけがあちこちで

始まります。七夕祭りといえば、７月６～９日の湘南ひらつか七夕まつり。そして８月６～８日の

仙台七夕まつりが有名です。いずれも豪華で見応えのある飾りつけには目を見張るものがあります。 

七夕飾りの始まりは平安から奈良時代の頃で、五色の糸を星にお供えする習慣があったようです。

その後、室町時代になると書の上達などを願うようになり、それに伴って短冊に欠いた和歌等をお

供えするようになったようです。庶民の間に広まり一般化したのは江戸時代の頃からです。 

七夕飾りのひとつひとつには意味があり、それに込められた願いもそれぞれあるので、見るとき

や飾るときにちょっと意識してみてはいかがでしょうか？ 

☆紙衣・・・おり姫のように、裁縫や技芸の上達しますように。 

☆巾着・・・節約や貯蓄の意味の飾りで、商売繁盛しますように。 

☆投網・・・漁で使う網を模した飾りで、大漁（幸せ）になりますように。 

☆折り鶴・・長寿の象徴として、家族の健康と長寿、家内安全でありますように。 

☆屑籠・・・倹約と清潔にする心、整理整頓の心を養うという願いを込めて。 

☆吹き流し・・・おり姫の織糸を表した飾りで、裁縫が上達しますように。 

☆提灯・・・心を明るく照らしてくれますように。 

☆星飾り・・・星にみんなの願いが届きますように。 

☆笹の葉・・・邪気から守ってくれますように。                  笹飾り 

☆輪飾り・・・みんなの夢が繋がりますように。 

五色の短冊にも意味があるようです。青（緑）は徳を積む。人間力を高める。赤は父母や祖先へ

の感謝の気持ち。黄は信頼、知人・友人を大切にする。白は義務や決まりを守る。黒（紫）は学業

の向上。 色の意味を知っていれば、願い事にふさわしい色の短冊を選ぶことができますね。例え

ば、「ピアノがもっと上達しますように！」は黒か紫、「～家先祖代々への報告や感謝など」は赤の

短冊に書く、のように。 

七夕は子どもの行事のようですが、長い七夕祭りの歴史を振り返ってみると、大人の願掛け儀式

として、また運気を呼び込む行事として大事に続けてきたもののようです。 

これからの主な行事・お知らせこれからの主な行事・お知らせこれからの主な行事・お知らせこれからの主な行事・お知らせ    

☆お泊まり会          日時： ８月２０日（土）２１日（日）場所：東勝寺    

  ☆流しそうめん        日時： ８月２１日（土）１２時 場所：東勝寺境内 

  ☆ふじさわ国際交流フェスティバル 

               日時： 11 月１３日（日） 場所：藤沢駅サンパール広場 

  ☆MINTOMO 交流会    日時： 12 月 ３日（土） 場所：湘南台公民館 

  ☆年末国際交流会       日時： 12 月 29 日（木）場所：東勝寺 

 

   ◎８月の日本語教室は、２０日、２７日の２日間です！ 

   ◎８月２０日、２１日の「お泊り会」のお手伝い（ボランティアスタッフ）を募集し 

ています。FAX かメールでご連絡ください。 

           FAX：0466-44-0452   E メール：terratomo@gmail.com 

 


