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留学生・奨学生地域交流集会を開催！
日本で学ぶ外国人留学生と日本人学生（主として日本学生支援機構の奨学金を貸与され
ている学生）との交流の場としての「留学生・奨学生地域交流集会」を日本学生支援機構
（ＪＡＳＳＯ）と共催で、今年も全国５箇所で開催しました。
留学生１３１名と日本人学生２４２名合わせて３７３名が参集、グループ別のディスカ
ッションや互いの文化の紹介などで交流を深めました。

北海道・東北地区
日 程； 8/6（土）～8/8（月）
会 場； 秋田県立保呂羽山少年自然の家
参加者； 学生66名(留学生25＋日本人学生41) スタッフ15名

ECO
バッグ

石狩鍋
計81名

関東地区
日 程； 8/14（土）～8/16（月）
会 場； 国立赤城青少年交流の家
参加者； 学生96名(留学生28＋日本人学生68) スタッフ21名 計117名

東海・北信越地区
日 程； 7/30（金）～8/1（日）
会 場； 国立信州高遠青少年自然の家
参加者； 学生49名(留学生21＋日本人学生28) スタッフ20名 計69名

おやき
づくり

近畿地区

カッター 日 程； 8/27（金）～8/29（日）
体
験 会 場； 国立淡路青少年交流の家

参加者； 学生86名(留学生26＋日本人学生60) スタッフ23名 計109名

中国・四国・九州地区

スタンツ

日 程； 9/10（金）～9/12（日）
会 場； 国立江田島青少年交流の家
参加者； 学生76名(留学生31＋日本人学生45) スタッフ19名

計95名

← みんなで作った鍋ものをみんなでリレー
（北海道・東北地区の交流集会にて）

次のページで各地区の様子と参加
者の感想文を、いずれも少しだけで
すがご紹介します。
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このページでは、地域交流集会参加者の感想文とスナップ写真をピックアップしてご紹介します。
ただし紙面の都合上、一部編集（短縮）させていただきました。ご了承ください。

交流集会に参加して
Ｋさん（中国四国九州地区参加。留学生）

交流集会の感想
S さん（東海・北信越地区。日本人学生）

この交流集会に参加して、本当に楽しかった
と思う。最初はちょっと不安で皆と友達になれ
るかなと悩んだ。でもイベントに参加した人は
皆親切で、いろいろな国の人と出会い、そして
分科会を通じていろんな話題を話すていくうち
に親しくなった。
二日目のカッターはすごく疲れたけど、いい
体験になった。みんな一緒に力を合わせて舟を
漕ぐ、天気は暑いけど皆一生懸命やりました。
そして、夜ゲームと唄をして楽しかったと思う。
一番嬉しいのは新しい友達ができたこと。い
い思い出になった。短いですけどとても充実し
た３日間でした。自分も少し成長したと思う。
そして一番感謝したいのは、スタッフたちで
す。本当にお疲れ様でした。ありがとうござい
ます。また機会があったら、参加したいです。

大学のこと、恋愛のこと、将来のこと、夢
のこと、好きな国や行きたいところ・・。
初めて会ったメンバーなのに、同じ大学の仲
良しの友達とも普段は話さないようなこと
まで、本当に幅広い話で盛り上がった２泊３
日でした。
いろんな国、いろんな地域の、いろんな学
校に通う仲間と過ごした３日間は、寝るのが
もったいないくらい早く過ぎていきました。
「中国ってお酒は何歳から？日本は２０歳
からＯＫだけど。」「中国では決まりがない
よ。何歳でも。
」
「へーそうなんだ！じゃあ韓
国は？」
「うーん韓国は日本とちょっと違う。
１月１日にみんな同時に歳を取るんだも
ん。
」
「えー！なんだそりゃあ」分科会はこん
な感じで、たくさん笑いました。
翻訳家になりたいんだ、俺は社長になる、
英語の先生になりたい、アメリカで働く、中
国に帰って日本語教師になる、博物館の通訳
になる、アジアを一周旅するつもりなどなど
皆と夢を語っていると、本当に叶うだろうな
って思えるのです。みんなの行動力に、やる
気と勇気をもらいました。
それからもう１つ。私自身、日本の文化や
政治や歴史について他の国の人に聞かれた
とき、満足に答えられないことがあるのに気
づきました。外国、海外、国際系に興味があ
るのなら、まずは自分の国日本についてきち
んと知っておこうということを実感するい
い機会でした。

↑

エコバッグを作ってみました。
（関東地区の交流集会にて）

↓
楽しくはずんで
（近畿地区でのスナップ）
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特約宿泊施設のご紹介

育英友の会では会員の皆さんのために全国にいくつかの施設と特約を結んでいます。
このページではその施設をご紹介しますので、気軽にご利用ください。
○仙台市・仙台ペンション
宮城県仙台市青葉区錦町 1-1-51
〒980-0012
022-223-6504

○福井市・ホテルあさひ
福井県福井市大手 2-14-13
〒910-0005
0776-22-1716

○ペンションスノーグース
新潟県妙高市妙高高原池の平温泉
〒949-2100
0255-86-3992

○別所温泉・桂荘
長野県上田市別所温泉 1671
〒386-1431
0268-38-2047

○白馬・リゾートインヴィヴァルディ
長野県北安曇郡白馬村落倉高原
〒399-9301
0261-72-7255
○阿児の松原・旅館あすなろ
三重県志摩郡阿児町甲賀 3578
〒517-0505
05994-5-3963

○琵琶湖北岸・和迩浜青年会館
滋賀県大津市和迩南浜 403
〒520-0523
077-594-0244

○二見ケ浦・日章館
三重県伊勢市二見町江 537-1
〒519-0609
0596-43-5000

○天王寺区・葆光荘
大阪府大阪市天王寺区堀越町 14-16
〒543-0056
06-6771-7242

○高野山・宿坊普賢院
和歌山県伊都郡高野町高野山 605
〒648-0293
0736-56-2131

○秋吉台ユース･ホステル
山口県美祢郡秋芳町秋吉 4236-1
〒754-0511
0837-62-0341
○三井アーバンホテル福岡
福岡県福岡市博多区博多駅前 2-8-15
〒812-0011
092-451-5111

○台東区入谷・桜旅館
東京都台東区入谷 2-6-2
〒110-0013
03-3876-8118

○信濃平・ロッジアットホーム三橋
長野県飯山市寿 1245
〒389-2418
0269-62-4561

○上高地西糸屋山荘
長野県松本市安曇上高地
〒390-1516
0263-95-2206

○名古屋・熱田の杜ホテル深翠苑
愛知県名古屋市熱田区玉の井町 11-5
〒456-0025
052-681-0221

○恵那市明智町・さつき旅館
岐阜県恵那市明智町 1158-1
〒509-7714
0573-54-2071

○広島市・カレントコスモ
広島県広島市中区平野町 8-15
〒730-0047
082-244-2940

○長崎市・民宿旅館たんぽぽ
長崎県長崎市宝栄町 21-7
〒852-8016
095-861-6230

○長崎シティーホテルアネックス３
長崎県長崎市平野町 3-2
〒852-8117
095-849-3473

○別府・旅館長寿荘
大分県別府市楠町 7-16
〒874-0943
0977-22-1086

○別府・民宿田の湯館
大分県別府市田の湯町 8-10
〒874-0909
0977-23-2228

◆利用する時は◆
（1）利用施設へ早めに直接連絡をとり「育英友の会宿泊割引利用」と伝えた上で、施設の指示に
従って予約申し込みをしてください。
（2）利用の際は会員証・クーポン券・紹介状のいずれかを持参してください。
（3）クーポン券・紹介状の利用時に、身分を証明するものを求められる場合があります。
（4）無断でキャンセルすると施設に迷惑をかけます。必ず申込先へ連絡してください。
（5）予約金を必要とする施設もあります。詳細は各施設にお問い合わせください。
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大

会

報

告

２０１０年５月２２日（土）～２３日（日）、東京都台東区のスター貸会議室東上野にお
いて大会が開催されました

2009 年度活動報告
１．総務関係
(1) 大会・理事会の開催、議事録を作成
(2) 日本学生支援機構との協定の締結
２．事業関係
(1) 留学生・奨学生交流集会を開催
(2) 関東地区独自に小規模な交流集会を実施
３．広報関係
(1) 会報及び支部報の発行、送付
(2) 育英友の会ホームページの管理
４．財務関係
・ 2009 年度決算報告
５．会計監査報告

2010 年度活動計画
１．総務関係
(1) 大会・理事会の開催について
(2) 支部年次提出書類に関する見直し
２．事業関係
・ 留学生・奨学生地域交流集会の実施
３．広報関係
(1) 会報及び支部報の発行
(2) ホームページ及び独自ドメインの管理
(3) 宿泊施設との契約について
４．財務関係
・ 2010 年度予算案

友の会あてメールへのお願い
育英友の会あてに、日本学生支援機構の-奨学金につ
いての相談、問い合わせのメールをいただくことがあ
ります。
申し訳ございませんが育英友の会は、日本学生支援
機構とは別の団体です。
奨学金に関する問い合わせは日本学生支援機構の奨
学事業相談センター（0570-03-7240）へ直接お問い合
わせください。
育英友の会からの回答は御容赦願います。

友の会への問い合わせ
育英友の会事務局には、常駐する関係者が
おりません。申し訳ございませんが、お問い
合わせなどは、下記あて先までメールでお願
いします。

refer-itomo@ikueitomonokai.jp

育英友の会ホームページアドレス
育英友の会ホームページ

北海道支部
東北支部
関東支部
北信越支部
東海支部
近畿支部
中国四国支部
九州支部

http://www.ikueitomonokai.jp

http://www.ikueitomonokai.jp/hokkaido/
http://www.ikueitomonokai.jp/tohoku/
http://www.ikueitomonokai.jp/kanto/
http://www.ikueitomonokai.jp/hokushinetsu/
http://www.ikueitomonokai.jp/tokai/
http://www.ikueitomonokai.jp/kinki/
http://www.ikueitomonokai.jp/chushikoku/
http://www.ikueitomonokai.jp/kyushu/
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