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～～     ～～はなのき４０周年 現在 過去 未来 ～～ 

会長 伊藤 久代 

 この度、はなのき会４０周年を迎える喜ばしい年に会長という重責を担うことになりまし

た。多くの先輩の皆様、会を支える会員の皆様のたゆまぬご努力の結果、長い歴史を刻むこと

ができました。ここで一度立ち止まり、会員同士相互の親睦を図り、５０周年に向けて「はな

のきの英知」を結集してまいりたいと存じます。会員の皆様のご支援とご協力をお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の活動予定】********************  

 

 

 

 

 201９年６月 発行 第１４１号 

編集・発行 ： あいち国際交流はなのき会 

URL http://www.aichinet.ne.jp/～hananoki/ 

Eメール hananoki@aichinet.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

2019 年度 あいち国際交流はなのき会総会報告 

 
                       副会長 荻野 留美子 

 

年間テーマ 「はなのき会 40周年 現在・過去・未来～人材を活かそう」 

2019 年度の総会は、豊川プリオで行いました。会員 39 名の出席、委任状 25 名で 64 名

でした。 

来賓として、愛知県男女共同参画促進課長 森岡士郎氏、公益財団法人あいち男女共同参

画財団専務理事 上野優二氏、豊川市国際交流協会局長 大塚房雄氏にご臨席いただき、総

会議事も滞りなく承認され、新年度がスタートしました。30 年在籍会員 6名の方の表彰に

引き続き、エストニア&ロシアスタディツアー報告がありました。そして全員で、SO  sing 

a song を歌い終了しました。 

午後からは、箏曲家杉浦充氏の演奏を聴き、美しい音色に感動しました。いろいろな箏

についても説明していただきました。講演会は「選んだ答えは すべて正しい」と題して、

極真空手家山本由紀氏の講演でした。武道家らしい力強いお話でした。自分を信じ、自分

の選んだ道を進む姿は素敵でした。 
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❖３０年在籍表彰者紹介 

おめでとうございます！ 
総会において３０年在籍会員表彰をいたしました。長年に渡り、はなのき会

に在籍し会を盛り上げて下さいましたことを心より御礼申し上げます。 
 

高田朝子様（尾張ブロック）  小川志な子様（東三河ブロック） 

 前田伊佐子様（名古屋ブロック）佐治勝代様（知多ブロック） 

山本さゆり様（知多ブロック） 茶原洋子様（名古屋ブロック） 

セ ミ ナ ー Ⅰ  ト ヨ タ 白 川 郷 自 然 学 校 で 学 ぶ は な の き の 歴 史 ・ 環 境            

(名古屋ブロック・環境問題研究会共催) 報告者 荻野・松原・清水 

 はなのき会が 40 周年を迎えるにあたって、当会発足の経緯や今までの歴史をほとんど知らずにいる

会員が多くいるのではないかとの声が聞かれた折、この施設ならば自然環境についても学ぶことが出来

ると、推薦されたのが、ここ、トヨタ白川郷自然学校である。 

実施日 2019年 5月 15日(水)・16日（木）15日 9時「金山総合駅」を出発 

 参加数 17名  28人乗りの中型バス(貸切)利用 

 旅 程 郡上八幡で郡上博覧館見学と流響の里で昼食―トヨタ白川郷自然学校着・宿泊 

     「朝の散歩」で森を歩き、説明を受けながら自然に触れる―牧歌の里→帰路へ 

1日目 15:30～17:40 研修室で研修実施「歴代会長 3名からはなのきの歴史を学ぶ」会員外の方々も熱

心に耳を傾けた充実した研修であった。 

八木喜代子さん はなのき会発足から、県の派遣が続く 20 年間をご自分で作られたスライドを映しな

がら説明された。その後の 20年間、そして今後のことにも話は及び、後輩へエールを送られた。 

油田淑子さん 豊かな経験から、ご自分がかかわった事柄について、さらに掘り下げて解説してくれた。

当会活動は漫然と行うのではなく、社会の変革に役に立つものであるべきと、問題提起があった。 

伊藤久代さん 以前の年間テーマであった「あなたのものさし、私のものさし」を振り返り、多様性を

受け入れる大切さとチャレンジメンバーに期待をしていること等を述べられた。 

2 日目 朝の散歩 9:30～10:30 では、指導員と共に森に入り、自然を美しく保っている様子を地に這え

ている草、木の葉、池の中の蛙やサンショウウオの卵などを手に取り説明してくれた。目を閉じて澄ん

だ空気を吸い、鳥の声、小川のせせらぎに耳をすまし、心洗われたひとときであった。森の中には、こ

のきれいな空気を取り入れ、宿泊・研修施設に送っているという設備(下の写真)があった。もっと知り

たい気持ちになっている。 〈 朝の森散歩 〉    ＜アースチューブの空気取り入れ口＞ 

                     
 

 

 

 

 

 



今後の予定 

■セミナーⅡ（知多ブロック） 

 令和元年７月６日（土）１３：３０～１５：３０  

場所；阿久比町中央公民館３０１号室（ＴＥＬ０５６９－４８－１１１１） 

 演題 開国の扉を外から叩いた男・漂流民「音吉」 

 講師 齋藤宏一氏（美浜町長・音吉顕彰会会長・楊名時太極拳師範） 

 申込・問い合わせ 渡辺順子（ＴＥＬ・ＦＡＸ０５６９－４８－１１１６） 

 

■４０周年記念行事「拡げよう 国際理解」 

40周年を記念して文化交流会と講演会を開催します。 

内容 記念式典・ Dance de 文化交流会～ダンスパフォーマンス&懇親（飲食付） 

    基調講演「看護に始まる国際経験～50年の軌跡」 

講師 中山順子さん（元看護師、元南米コロンビアＣＭＡ病院産科婦長） 

日時 2019年 8月 18日（日）11：00～15：30 

会場 愛知県女性総合センター ウィルあいち 大会議室 

参加費 4000 円 要申込/締め切り 7月 31 日  

できれば、各ブロックで取りまとめをお願いいたします。なお、8月 11 日以降のキャンセ

ルはキャンセル料をいただきます。 

申込・問合せ 荻野（ru.ogino@gmail.com  / 090-4086-4954 / FAX 0566-75-6731） 

 

■セミナーⅢ（東三河ブロック） 

 ～カンボジアを知ろう～ 

 日時 令和元年１０月後半又は１１月  

 講師 カンボジアで教育支援の NPO オアシス理事長 足立泰敏氏及び社員 

 ※詳細を決定後、運営委員会にて告知しチラシを配布します。 

 

■スタディツアー 

 期間  令和２年１月５日(日)発～１月１１日(土)早朝着（中部国際空港） 

 訪問先 カンボジア王国プノンペン及びシェムリアップ市街地周辺の女性支援 NPO、遺跡

修復 NGO、遺跡観光、子ども支援施設、学校、博物館、キリングフィールドその

他 

 費用  約２０万円＋観光を除く視察訪問先の謝礼、一部食事代等 

 募集人数 １６名（予定）役員・ブロック代表へ申込み、定員になり次第締め切ります。 

 

■セミナーⅣ（尾張ブロック） 

 日時 令和元年 12月１日（日） 

 場所 豊山町社教センター 

 内容 自主映画 

■ウィルあいちフェスタ 2020 年 1 月 25日参加予定 



***************************** 部会活動紹介 ********************************** 

■はなのき IENの会 

ホームスティ受け入れ事業（現在会員は 14名、ホストファミリーには 10 名の方が登

録。） 

U.K から 70代の夫婦を永田宅で 4月３日～６日に 2泊 3日で受け入れました。 

名古屋国際センターの依頼 6月８日～９日 タイの高校生の受け入れ 受け入れなし 

愛知教育大学留学生（中国女性）6 月１～2日 井上さん、永田が受け入れ 

◎国際交流協会同士の情報交換 ７月に ﾋﾞｼｮﾌ.永田・紗希さん(Toyota Europe Design 

Development に勤務)が２０日間滞在しますフランスについて知りたい方は連絡ください。 

 

■日本伝統文化研究会 

日時 令和元年６月１４日（金）１０:００～ 

場所 柳川剡慧氏宅 

定員 １０名（人数制限により、日本伝統文化研究会部員のみとさせていただきまし

た。） 

内容 女性能面打ち師のお宅で、半世紀に及ぶ活動のお話と実演 

 

■環境問題研究会 

①名古屋ブロックのセミナーⅠと共催させて頂きました。トヨタ白川郷自然学校は自然を

残し、身近に触れることの場であり、自然環境の大切さを感じる場でした。 

②6/19(水)国土交通省中部技術事務所体験研修会 災害時に活躍する機械を見学・体験 

③6/21(金)海で働く船 船内見学会 作業船模型・パネル展示 名古屋港ガーデンふ頭 

 

■マルチメディア部会 

46 名（会員 73名）のフリーメーリングリスト会員で 2019年度は始まりました。 

メーリングリスト担当は向井あつ子さんです。 rinko1871@yahoo.co.jp  

※ML アドレス：aichihananokikai@freeml.com      

今年度も ML での情報発信を期待します。 ホームページの更新をし、パソコンや ML の疑

問にお応えします。  池上 kanon@nifty.com 

    

■会計からのお知らせ 

年会費の未納者は、会計またはブロック幹事のほうへ早急に納入をお願いいたします。 

編集後記 

本年度「はなのき通信」の担当をさせていただくことになりました、書記の白谷隆子（西

三河ブロック）です。他書記であります、渡辺順子さん（知多ブロック）近藤純子さん（尾

張ブロック）ともに力を合わせ頑張って参ります。原稿を依頼させていただきますので、

不慣れで未熟なところもあると思いますが、速やかにご配慮いただきますよう皆様のご理

解とご支援、ご協力をお願いいたします。 


