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第５０回ＩＡＴＳＳフォーラム ボランティア説明会・ 

公開講座・イベント参加申し込みのご案内 
 

拝啓  

盛夏の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

平素よりＩＡＴＳＳフォーラムの活動にご理解とご協力を賜り誠に有り難うございます。 

 

さて、第５０回ＩＡＴＳＳフォーラム研修生が９月１６日に鈴鹿に到着し、５５日間の研修がスター

ト致します。研修生滞在中、ボランティアの皆様にはいろいろとお世話になる事と存じますが、皆

様のご協力を頂き、研修生に貴重な経験の場を提供してまいりますので、どうぞ宜しくお願い申

し上げます。 

 

今回ご案内するプログラムの中から、皆様にご参加いただけるものについて末尾添付の申込

書にご記入の上、ＦＡＸ、Ｅメール又は郵便（申込書はホームページ http://www.iatssforum.jp よ

りダウンロード可能です。）にて、ＩＡＴＳＳフォーラム事務局までお送り下さい。 

なお申込書は３種類あり、それぞれ締切日が異なりますのでご注意下さい。 

 

1. 第５０回 IATSS フォーラムボランティア説明会（日本文化紹介打合せ）及び「日本文化紹介」

参加申込書                            

【締切り】 ２０１３年７月２４日（水）必着        ＜別紙１＞ 

 

２． 第５０回 IATSS フォーラムホームステイ（１０月１９（土）－２０日（日））ホストファミリー申込書 

【締切り】 ２０１３年８月１９日（月）必着        ＜別紙２-①、２-②＞ 

 

３． 第５０回 IATSS フォーラム公開講座及びイベント申込書 

【締切り】 ２０１３年８月３０日（金）必着        ＜別紙３＞ 

 

申込書にご記入頂きましたプログラムに関しては、基本的に申込書の受領をもちまして受付と

させて頂きます。但し、申込み人数が多い場合は抽選となることがございますので、予めご了承

の程宜しくお願い致します。その際は改めてご連絡申し上げます。 

（※ホームステイ申込みの結果につきましては、別途個別にご連絡致します） 

敬 具 

http://www.iatssforum.jp/


１.ボランティア説明会＆日本文化紹介打ち合せ： 
ボランティアの方々の企画による『日本文化紹介（９月２２日（日）開催予定）』に向けての打ち

合わせを行います。お忙しい中、誠に恐れ入りますが、できるだけ多くの皆様にご参加いただけ

るようお願い致します。また身近にＩＡＴＳＳフォーラムの活動にご興味のある方がいらっしゃいま

したら、現在ボランティア未登録の方の参加も大歓迎ですのでお誘い合わせの上ご参加下さい。 

 

【日 時】 ７月２７日（土）１３：００－１５：００ 

【会 場】 鈴鹿市稲生公民館（多目的ホール２） 

鈴鹿市稲生塩屋三丁目２－３４(TEL:059-387-0479） 

※会場はＩＡＴＳＳフォーラム施設内ではございませんのでお間違いのないようご注意く

ださい。（添付の地図でご確認ください。） 

【申 込】 ＜別紙１＞申込書にご記入の上、ＦＡＸ、Ｅメール又は郵便にてＩＡＴＳＳフォーラム

迄お送り下さい。 

複数お申込みの場合、お手数ですが出席予定者全員の氏名をご記入下さい。 

【締 切 り】 ７月２４日（水）必着  

【概 要】 『第５０回フォーラムプログラムのご説明』（セミナー、ホームステイ等） 

『日本文化紹介の打ち合せ』 

        （会議室は個別打ち合わせも含め１７:００まで利用可です） 

 

２.公開講座・イベント： 
第５０回フォーラムのプログラムにおいて、皆様にご参加頂ける公開講座・イベントについてご

案内いたします。 

＜別紙２－①、２－②＞ホームステイ申 込 書 （ ２枚 ）  【締切り】 ８月１９日（月）必着 

＜別紙３＞        公 開 講 座 ・イベン ト申 込 書  【締切り】 ８月３０日（金）必着 

をご参照の上、参加希望のプログラムを選択し、申し込み下さいますようお願い申し上げます。 

申込書は、ＦＡＸ、Ｅメール又は郵便にてＩＡＴＳＳフォーラム迄お送り下さい。 

 

A) 開講式： 

【日 時】 ９月２１日（土）１３：３０－１５：００ 

【会 場】 鈴鹿サーキットホテル “ミーティングルーム１”（旧ハーモニーホール） 

【申 込】 ＜別紙３＞申込書にご記入の上、ＦＡＸ、Ｅメール又は郵便にてＩＡＴＳＳフォーラム

迄 

お送り下さい。 

複数お申込みの場合、お手数ですが出席予定者全員の氏名をご記入下さい。 

【締 切 り】 ８月３０日（金）必着 

 

B) 第５０回記念祝賀： 

今回は第５０回の節目にあたります。各国の同窓生からのビデオメッセージなどをご紹介させ



ていただく予定です。修了式に引き続きティーパーティーを行いますのでご参加ください。 

【日 時】 ９月２１日（土）１５：００ －１６：３０ 

【会 場】 鈴鹿サーキットホテル “ミーティングルーム１”（旧ハーモニーホール） 

【申 込】 不要です。 

  

 また、５０回を記念して研修生に対して IATSS 顧問（元本田技研工業㈱会社 専務取締役）の

吉見 幹雄さんから特別講話が行われます。ボランティアの皆様にもご聴講いただけます。 

【日 時】 ９月２６日（木）１６：４５ －１８：５０ 

【会 場】 IATSS フォーラム セミナーホール 

【申 込】 ＜別紙３＞申込書にご記入の上、ＦＡＸ、Ｅメール又は郵便にてＩＡＴＳＳフォーラム

迄お送り下さい。※夕食のご用意はございません。また講話は英語で行われ通訳はございませ

ん。 

 

C) 日本文化紹介： 

【日 時】 ９月２２日（日）９：３０－１９：３０ 

(事前準備９：３０－１０：３０) 

時間に余裕を持たせ、文化紹介だけでなく研修生との交流時間を長く持っていただきたいと考え

ております。 

 

【会 場】 ＩＡＴＳＳフォーラム施設内 

【申 込】 ＜別紙１＞申込書にご記入の上、ＦＡＸ、Ｅメール又は郵便にてＩＡＴＳＳフォーラム

迄お送り下さい。 

※プログラム終了後夕食会を開催します。（大人：１０００円 小学生以下：５００円）会

費は当日受付にて集めさせていただきます。 

複数お申込みの場合、お手数ですが出席予定者全員の氏名をご記入下さい。 

【締 切 り】 ７月２４日（水）必着  

【概 要】  

《内 容》 （ご参考：前回行った「第４９回」時のスケジュールです。） 

台風の影響で進行を早めましたが全プログラム実施しました。 

時間 内容 

08:30-09:30 準備、浴衣着替え、グループ写真 

09:30-11:40 三味線演奏、日本の遊び、日本語ミニ講座 

11:40-12:40 昼食（フォーラムにて手配） 

12:40-14:20 茶道・着付けデモ、英語落語、琴の演奏 

14:20-16:20 各種展示、書道・茶道体験 

16:20-17:00 盆踊り 

17:30-19:00 ※夕食会（会費制：大人１０００円、 

小学生以下５００円） 



 

《狙 い》 ボランティアの皆様による手作りの催し物を通じて、 

① 研修生が、基本的に知っておくべき日本の文化及び生活習慣を学ぶ機会を与え、 

② 研修生が日本の文化に興味を抱くきっかけ作りを目的とし、ボランティアの皆様と研修生

の交流の場としたいと思います。 

 

 

※日本文化紹介開催までの流れ： 

１．日本文化紹介の事前打ち合わせにてボランティアの方々でプログラム、準備スケジュール

等々を検討し、グループ割り、内容を決定。 

 

２．日本文化紹介開催日当日までに各グループごとに準備を推進。 

●研修生とボランティアの親睦を深める企画 

●展示内容の作成： 

- 展示・体験内容の企画（研修生が各ブースを回り、展示物の概要説明を受ける。） 

- 各ブースで展示する内容の検討。 

- 各ブースのデモンストレーションの時間配分。 

- 展示に必要な購入品のリスト作成・購入。 

 

３．当日の準備・実行（案） 

集合９：００ 準備は９：３０－１０：３０として午前中よりスタート 

※スタート時間を早めるなどして全体にゆとりのあるものにするなど工夫する。 

 

D) ホームステイ: 

【日 時】 １０月１９日（土）１６：３０－２０日（日）２１：００まで 

⇒１０月１９日（土）１６:３０から、ＩＡＴＳＳフォーラムにてホストファミリーの皆様と研修

生との対面式を行います。今回はプログラムの都合上、夕方からの対面式となりま

す。 

【申 込】 ＜別紙２-①、２-②＞の申込書とアンケートの２枚にご記入の上、Ｅメール、ＦＡＸ又

は郵便にてＩＡＴＳＳフォーラム迄お送り下さい。 

【募集人数】 １８家庭（研修生１人に付き１家庭） 

【締 切 り】 ８月１９日（月）必着 

《狙 い》日本の生活を直接経験することで、日本人の生活習慣や考え方などを学ぶと共に、 

ホストファミリーの皆様との交流を通じ、相互理解を深める一助とする。 

《お 願 い》 

 ホームステイは、研修生の心に一番深く残る体験の一つです。それは、温かく歓迎して下

さるホストファミリーの皆様との触れ合いがあるからではないでしょうか。皆様と寝食を共に

し、語り合うことは、研修生にとって大変貴重な経験となります。是非、ありのままの日本



の家庭を体験させてあげて下さい。 

 お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。結果につきましては、９月上旬ごろ

にＩＡＴＳＳフォーラムよりご連絡させていただきます。 

 ご家庭のご都合等で、受け入れる研修生に関してご希望等ございましたら、アンケートに

ご記入下さい。（ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。） 

 当日は、ご自宅とＩＡＴＳＳフォーラム間の研修生の送迎をお願い致します。 

 

E) セミナー: 

今回も各講師のご協力を頂き公開セミナーを設けております。各セミナーでは、専門家の講義

に加え、研修生の国の状況についても、日頃得難い生の情報を得ることができます。 

また、同時に研修生にとっても、ボランティアの皆様とのディスカッションを通じて、日本の課題

についても理解を深める機会となることと思います。奮ってご参加の程お願い申し上げます。 

【申 込】 ＜別紙３＞申込書にご記入の上、ＦＡＸ、Ｅメール又は郵便にてＩＡＴＳＳフォーラム

迄お送り下さい。時間は各回とも ９：３０～１６：３０ です。 

複数お申込みの場合、お手数ですが出席予定者全員の氏名をご記入下さい。 

【締 切 り】 ８月３０日（金）必着 

《内 容》 詳細につきましてはＩＡＴＳＳフォーラムホームページのセミナーシラバス（英語）を

ご参照下さい。（７月初旬より順次ＵＰ予定）(http://www.iatssforum.jp) 

尚、セミナーは英語で行われ通訳は付きません。 

【参 加 費】 無料 

《お 願 い》 

 やむを得ぬ場合を除き、ご欠席、遅刻、中座のないようお願い致します。 

 ご欠席や遅刻をされる場合、予めご連絡をいただきますようお願い致します。 

 ご希望の方には、昼食をご用意いたしますので、当日の朝、昼食代￥１，０００と共にお申

し付け下さい。 

 お子様連れの参加はご遠慮ください。 

 鈴鹿以外（京都・名古屋・東京）でのセミナー受講ご希望の方は別途お問い合わせくださ

い。 

 

F) 文化交流会： 

第５０回の文化交流会は、昨年と趣を変え、アットホームな雰囲気で IATSS フォーラムに於いて、

行います。文化交流会の企画、内容等は研修生が中心となって進めて参ります。当日はどなた

でもご参加いただけますのでお誘い合わせの上、ご参加下さい。 

【日 時】 １０月５日（土）１３：３０－１７：００ 

【会 場】 IATSS フォーラム建屋内（昨年と異なりますのでご注意ください。） 

【申 込】 不要（出入り自由） 

【参 加 費】 無料 

《内 容》 

http://www.iatssforum.jp/


【Café スペース】 

・Café スペース各国のお茶・お菓子の試食、試飲 

・各国の食べ物の作り方デモンストレーション 

【体験スペース】 

・衣装体験・写真撮影会・各国のおもちゃで遊ぶ 

【Countryスペース】 

・各国カントリー・ブース・MIEFブース、CIRブース、多文化共生課ブース 

【Closing イベント】 

・日本語の歌を披露 

・ダンス披露 

 

G) グループ研究発表会： 

【日 時】 １１月９日（土） １０：００－１２：３０ 

【会 場】 ＩＡＴＳＳフォーラム セミナーホール（鈴鹿サーキットホテル ミーティングルーム３） 

【申 込】 ＜別紙３＞申込書にご記入の上、ＦＡＸ、Ｅメール又は郵便にてＩＡＴＳＳフォーラム

迄お送り下さい。 

複数お申込みの場合、お手数ですが出席予定者全員の氏名をご記入下さい。 

【締 切 り】 ８月３０日（金）必着 

《内 容》 第５０回ＩＡＴＳＳフォーラムグループ研究テーマ 

『まちづくり/ひとづくり・地域活性化 プロジェクト 

～まちの地域資源を活用したまちづくり・ひとづくり企画～』 

３グループに分かれて、プレゼンテーションを行う予定です。 

【参 加 費】 無料 

◆ やむを得ぬ場合を除き、ご欠席、遅刻、中座のないようお願い致します。 

 

H) 修了式： 

【日 時】 １１月９日（土）１４：００－１６：３０ 

【会 場】 鈴鹿サーキットホテル “ミーティングルーム１”（旧ハーモニーホール） 

【申 込】 ＜別紙３＞申込書にご記入の上、ＦＡＸ、Ｅメール又は郵便にてＩＡＴＳＳフォーラム

迄お送り下さい。 

複数でお申込みの場合、お手数ですが出席予定者全員の氏名をご記入下さい。 

【締 切 り】 ８月３０日（金）必着 

以上 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

お問い合せ先： IATSS フォーラム事務局： 菊池 昇良 

TEL：059-370-0511  

FAX：059-370-0505  

E メール: n.kikuchi@iatss.or.jp 

mailto:n.kikuchi@iatss.or.jp

