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再戸が問いていたら いつてもとうぞミニデイサTビ ス 本 町会島・サテライトサロン

寄付者とボランテイアで皓つた 新ししヽ公共事業

ラワン中 ・高等学校招贈事業の充実

ありがとうごさいました !

10月 15日 (月)～ 22白 (月)まで滞在し

たラワン中 ・高等学校の26名 (学生18名 ヨ1率

8名 )は、マレーシアから2班 に分かれて来日し

ましたが、その8書間差も関係なく十倉学習畝 交

流しホームステイに満足玖 喜んで帰国の途に就

きました。ホストフアミリーも24軒にい世話写
なり、会社の空き部屋を無料で1間お借りしてメ

イあさかセンター役員が寝臭類を持ち込み貸切

で6日間ステイさせていただき大助かりでした。

90名 からのご寄付で必要費用の90パ ーセ

ントを賄うことが出来【弊法人にとりまして、次

期認定申請の際にも貴重なお力添えとなるとい

う二重の感謝で御礼申し上旺ます。

埼玉県助成金で 「支え含しヽと活気のある社

会」を創りだすために多様な機関と協働で事業を

展開しています。

その① 南西部振興センターと共に
「南西部地域の中核となるNPO育成支援セミナー」

その② 埼玉県共効社会づくり諜年
し

て * *□ l算

お と

O法 人ぽけつとステーシヨン・オーラルヘルスプロモ
ーション研究会。いききネットワーク (介護予防>東

洋大学准教授 。(有)地 域政策ネットワーク研究所 。

(財)東京ミュージックボランテイ姫 *剛添参照

御礼と報告の特集号になりました…佳い年の瀬と新年をお過ごしくださいませ

日 訪間 ・滞在先 備者

1 6日 和光国際高校 英語授業 ・サッカT

1 7日 朝霞高校 サッカー

18日 朝霞高校 ・朝霞市 ・

公民館

サッカー ち市長表敬

訪間 ・茶道体験

1 9日 埼玉大学 ・埼玉スタジ

アム・原中学校G前11酌
留学生と震談宏・発

学・交流・サツカー

20日 博物館 ・代々本 ・中

央公民館

見学と説明聴く。モスク・

歓送会

2 1日 都内見学 (1月ツフー参加者エスコ
ート)

22日 自由行動 羽日に荷物台流

「
竪舅岩訴経裏蔓襲賃窪8傘蓄

絵を通じての反好マレーシア各地だより

第50回 にご提供いただいた日本の作品は、セランゴーナbll州クアラセランゴール地方教育事務所管内の先生方

対象にワークシヨップを実施した会場王プンチヤック第二J 学ヽ校で展示され、翌日は100点 の作品を贈塁いた

しました。11月 2日には、ペナン教育局に35校 が集い交換会を開催吹 4つ つの中学校と31の 小学校にお

届けしました。・・ゴンバも道すがらお寄りじてお届けいたしました。ペラ州・サ′W州は年明けてからの予定です。
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今年も

認定取得希望NPO支 援

たヽまNPOセ ンター

こ れ  手  で  (4か 月察強)と・・古:・ ・・・20'2年 9目 た20'2拝 r2月

療育首楽を楽しむ会
朝霞市社会福祉協議会から

インストラクター助手の経費
補助を受け、埼玉県障害者音楽
交流協議会からは 「みんな集
合 !」開催の経費助成を受けて
しヽます。
第四土曜日午後2時、若さが

いっぱいの例会で高齢者は元

気を頂しヽてしヽますと保護者の

方々も設営に積極的に参力8さ
れて大助かりです。

シエアのための中間リーダー

「

玉県から受託吹 概要に関する

研修や相談を担当峡 弊法人は
取得に関する事務レベルで訪間
指導や相談を担当協力してしヽま
す。松尾信一氏を中心とする行
政書士グループが5名でチーム

を組み年内に20余 法人を訪間
し、年明けにも訪間する等お手
伝いじています。

4団 シリーズで研修をします。
初日は目標の20人 を超す参加者
を得て、元気いつばいのベチラン

講師にヨ|き込まれて時間が不足と
感じた、楽しく研修が出来ました。

市民活動祭りに積極的参加

展示発表 ・販売部門に

11月 17日 (上 )終 日

朝霞市中央公民館 lF

今年も朝霞市含唱祭と重複
した事業となつたが、会員の助
っ人が展示と販売を守つて一

生懸命担当されました。
朝霞市民活動ネットワーク

と朝霞市が協働で主催する第
3□ だつたが、昨年は理事が会
議に参加するのみで当日を避
えてましたが、今年は、忙しさ
の合間に2、3□ だけでも実行
委員会に顔出臥 「団体紹介」
があつたりで内容を理解して
の参加でした。販売ブースで配
布したシェーカーを持参して
みんな集合 !“に出席された方
もあり嬉しく思います。

12月 15日 (土)年後1～4時

ゆめパレスリハーサル窒 1・ 2
を貸切で 「第6圃 」の集いを主

催しました。朝霞市長代理としヽ

うことで健康づくり部次長菅
日氏がご臨席、時節柄大変な時

期に醍醐県議様 ・高橋市議様も
届図サつけてくださいました。
邦楽器 (琴4人 ・尺八1人 ,語

り1人 )の 珍しい演目、高校生
による手話の歌=末 来へなど

多彩な演目で十分楽 しむこと
が出来ました。会揚は、療育音
楽を楽 しむ会の若者を前面に

出してゆつくりと楽 しく進行
しました。・会場には130名 。

ミエデイサービスサテライトサロン

中9月 6日 埼玉NGOネ ット委員会
キ9月 7日 市民企画講座交流会
Ⅲ9月 12日 南西部NPO連 絡会
幸9月 13日

埼 玉 県 国際 交 流 ネットワーク
キ9月 20日 本ストファミリー説明会
キ9月 24日 第六小学峻置輸会
辛9月 25日 市民祭り反省会
中9月29日 第二・三日九小学校運動会

■10月 3日 宮中晩餐会へ招待される
マレーシア国主ご夫妻が国費として

来日されましたことで、外務省からの推
蒲で民間から5組という中にメイあさか
センターの活動も選ばれました。代表し
て尾池夫妻が参内いたしました。 一 月
21日 にも、天皇皇后様のお茶会にもお
招きを頂いています。

キ10月 5日 宮代町須貿中学校で講｀
     演

キ10月 10日 埼玉県国際交流協会評
議員会

半10月 13・14日
国際フェア(けやきひろば)

ネ10月 15日 ～ 22日
ラワン中・高校生来日滞在

Ⅲ10月 15日 中間リーダー育成実行
委員会

中10月 27日 マレーシアヘ出発
ワークショップロ交換会

Ⅲll月 7日 城西大学で授業
本11月 8日 朝題市役所座議会
*H月 10日 朝霞第六小評議員会
Ⅲll月 13日朝霞市シエア的 費

入れ
キ11月 17日 合唱祭口市民活動祭り
辛11月 23日 ふれあいまつり
Ⅲll月 26日 みんな集合 !実行委員

会
キ11月 27日 いきいきひろば
ネ12月 6日 越後湯沢土構小学校
*12月 11日 いきいきネットシンポジ

ウム
率12月 26日 埼玉県アジアクラブ担

当話し合い

あ苫がさ
これまでになく大きな事業をい

くつも実施してきた4か 月でし
た。協議会を構成じて実行委員会
を、協働で事務局を担当等、中間
支援組織として背伸びしながら、

歩み出しましたが課題山積で、年
を越します。終盤で成果を出さな
ければ・・と期しています。来年
もよろしくご指導ご交誼頂きます
様お願いいたします。( 尾池)


