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佐倉国際交流基金は、1988 年 11 月に、外国人の方にも住みやすい多文化共生社
会の実現をめざして佐倉市の出資と市民のご寄付によって設立され、今年で 25
周年を迎えます。今まで多くの事業を実施してまいりましたが、これも役員、
ボランティア、賛助会員として支えて下さいました多くの市民の皆様のご協力、
ご努力の賜物です。今後は、公益法人として開かれた組織運営をすすめ、時代
の変化を先取りした地域の国際化と、魅力溢れる「佐倉」の実現に向けて、よ
り一層努力してまいります。
（代表理事 宍倉 昌男）
佐倉国際交流基金（SIEF)
佐倉国際交流基金（SIEF) 25 年の歩み
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事 業 報 告 ・収 支 報 告
１

国際相互理解推進事業
○公開講演会
○佐倉市国際文化大学
○佐倉国際スピーチコンテスト
○佐倉異文化交流の集い
○イングリッシュサロン
２ 国際交流活動支援事業
○国際交流団体へ助成

３

外国人支援事業
○外国人のための日本語講座
○外国人のための生活相談
４ その他附帯事業
○佐倉・国際交流ボランティア活動
○後援事業
○国際交流活動等情報提供

◇決算のあらまし（佐倉市よりの受託事業を含む）
収入の部
基本財産運用収入 4,022,722
会費収入
522,000
事業収入
3,827,250
雑収入
10,501
経常収益計
8,382,473

※詳しくは、SIEF

支出の部
事業費
（財政調整積立金
管理費
次年度繰越金
経常費用計

5,760,581
500,000 含む）
2,455,932
165,960
8,382,473

HP(http://www.sief.jp)をご覧ください。

■佐倉市国際文化大学の公開講座
■佐倉市国際文化大学の公開講座（第
公開講座（第 1 回）が行われました。
佐倉市国際文化大学では、市民の方々に当大学をご理解いただけるよう、また市民の皆様
の国際理解の向上を期して、年間講義の一部を公開しています。
6 月 29 日（土）志津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰにおいて、柯 隆(カ リュウ）氏（富士通総研経済研究所
主席研究員）による「中国・社会主義市場経済の行方」をテーマにお話し頂きました。
多数の方に参加頂き、ユニークなお話しや目からうろこのお話しを伺い楽しい時間を持ち
ました。
■イングリッシュサロンを開催中です。
イングリッシュサロンを開催中です。
「ネイティブの外国人とお茶を飲みながら英語でコミュニケー
ション！」6 回シリーズの 2 回が終了しています。イギリスのご
出身の鳥羽ジェーンさんは、昨年のサロンに引き続き 2 回目、ダ
ミアンさんはオーストラリアのご出身で、２つのクラスから活発
なお話しが聞こえてきます。2 月まで続くサロンの今後は、次回
のレターズでお伝えします。
ご 案

内

◇DIC 川村記念美術館
「色彩のラプソディー」コレクション♪リコレクション VOL.2
「色彩のラプソディー」
会期
2013 年 7 月 27 日（土）～12 月 15 日（日） *最新情報は、HP
最新情報は、HP 等でご覧下さい。
◇国立歴史民俗博物館
「時代を作った技―中世の生産革命―」
「時代を作った技―中世の生産革命―」 企画展示室
*最新情報は、HP
会期
2013 年 7 月 2 日 (火) ～9 月 1 日 (日)
最新情報は、HP 等でご覧下さい。

SIEF インフォメーション（今 後 の予 定 ）
○2013 佐倉国際スピーチコンテスト
日時：
9 月 29 日（日）9:30～17:00
場所：
ミレニアムセンター佐倉 大ホール
参加費： 無料
小学生・中学生（英語） 外国人（日本語）（コンテストは中学生のみ）

○佐倉市国際文化大学 ・・・公開講座・・・
日時：
場所：
内容：
講師：
参加費：

10 月 5 日（土）13:30～15:00
志津コミュニティセンター 大ホール
東アジアにおける米国・中国の動き
孫崎 享氏（元外務省 国際情報局長）
無料
申し込み不要： 先着 250 名

○佐倉国際交流のつどい（旧
○佐倉国際交流のつどい

佐倉異文化交流の集い）

日時：
10 月 19 日（土）12:30～15:30（予定）
場所：
志津コミュニティセンター 大ホール
参加費： 無料
アトラクション・出店など

○外国人のための日本語講座
志津コミュニティセンター

毎木曜日（午前・午後

佐倉中央公民館

毎日曜日（午前 2 ｸﾗｽ）

ミレニアムセンター佐倉

毎金曜日（夜間 1 ｸﾗｽ）

レインボープラザ佐倉

3 ｸﾗｽ）

・イギリスのお菓子作り
・ハロウィーンタイムの参加
・ハロウィーンタイムの参加
者（近々 募集開始予定）
詳しくは、HP やチラシにて。
お問合わせは、SIEF
お問合わせは、SIEF 事務局
まで。

（新規）隔週土曜日（午前
（新規）隔週土曜日（午前 1 ｸﾗｽ）・毎日曜日（午前 2 ｸﾗｽ）

○外国人のための生活相談
毎火曜日 スペイン語対応
毎木曜日 英語対応
毎金曜日 中国語対応

時間：
場所：

※詳しくは、SIEF

10:00～16:00
基金事務局内

HP(http://www.sief.jp)をご覧ください。

世 界 の料 理 紹 介 コーナー
鳥井ジェニファーさん
鳥井ジェニファーさん（ｲｷﾞﾘｽ
ジェニファーさん（ｲｷﾞﾘｽ出身
（ｲｷﾞﾘｽ出身 佐倉市在住）
佐倉市在住）のご自慢のレモンケーキ
のご自慢の
をご紹介します。昨年の
をご紹介します。昨年の「
昨年の「佐倉異文化交流の集い」
佐倉異文化交流の集い」で大好評！！
で大好評！！
イギリス編
イギリス編

レモンケーキ
■下準備
パウンドケーキ型にオ
ーブンペーパーを敷く
かマーガリンを
塗って粉をふる。
オーブンを１９０℃～
１８０℃に温める。
■材料（22×11×高さ６㎝の
パウンドケーキ型 1 本分）
〈生地〉
砂糖 ・・１５０ｇ
レモンの皮のすりおろし・・1 個分
ケーキ用マーガリン・・１００ｇ
牛乳・・大さじ 3
薄力粉(ふるう)・・１５０ｇ
〈レモンソース〉
卵・・・大２個
パウダーシュガー・・・・50ｇ
レモンの絞り汁

賛 助 会 員
国際交流活動に賛同し、応援して頂ける賛助会員を募集しています。会費は、SIEF の活動
資金として利用されます。2013 年 4 月 1 日より年会費・特典が改訂されました。
会員特典
・佐倉市の国際交流活動についての情報「SIEF Letters」の郵送
・佐倉国際交流基金（SIEF）主催のイベントの開催詳細情報をメールでご連絡
・賛助会員には、次のような割引制度があります。（個人会員のみ）
１.DIC 川村記念美術館入館料の割引（団体料金）
２.市民音楽ホール主催のコンサートチケット割引(10％)
３.国立歴史民俗博物館入場料の割引（団体料金）
４.「イングリッシュサロン」の参加料割引(1,000 円引き)(募集時)
会費（年額）
団体・法人会員・・・1 口 10,000 円
外国人会員・・・・・・ 1 口 1,000 円
個人会員・・・・・・1 口
2,000 円
学生会員（22 歳未満）・・1 口 1,000 円

賛助会員紹介
鈴木金物株式会社
創業は家具・建具の製造販売。明治 34 年に金物部を併設。
戦後、金物販売に専業。地域の皆様と共に歩み百四十余年。
総合金物製品・マキタ 日立等電動工具・物置・エクステリ
ア製品・塗料・工具・セメント等、建築・土木資材の取扱
店。プロ業者の得意先が多く、住宅や庭まわりや日常生活
品の相談もお待ち申し上げます。
〒285-0038
千葉県佐倉市弥勒町 148（久保町）
TEL043-485-3313（代）・FAX043-484-0075
京成佐倉駅 徒歩 17 分

鈴木金物（株）

ボランティアバンク
佐倉国際交流基金ボランティアバンクでは、ボランティアを必要とする方とボランティア
をして頂ける方との橋渡しをしています。
○外国語の通訳を探している
○在住外国人の日本語学習のお手伝いをしたい
○国際交流イベントの準備のお手伝い・・・・など
バンクの利用は、事務局へ希望・条件をお伝えください。登録者の中からご紹介をいたし
ます。バンクの登録は、所定の登録申込書によりお申込みください。
※詳しくは、SIEF HP(http://www.sief.jp)をご覧ください。
国際交流についてのお問い合わせは
〒285-0025 佐倉市鏑木町 198 番地 2 レインボープラザ佐倉 2F

公益財団法人 佐倉国際交流基金 事務局 (SIEF)
電話・Fax 043-484-6326（月～金 9:00～17:00）
HP: http://www.sief.jp
Email: info@sief.jp

