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平成20年度に実施した行事一覧
事

第23号

2009. 3. 1

業

１． ガバナースターリン高校来町
２． 総会
３． 異文化理解講座「世界で活躍する盲導犬」
４． ふれあいまつり「インドカレー、サモサ、ラッシー 出店」
５． 土曜体験教室「ラオス、台湾、オーストラリア、インドの体験」
６． 日本語教室ティーパーティ
７． バーベキューパーティー
８． ふれあい交流 いなみ野の里
９． 中学生海外派遣事業
10． ユロア セカンダリーカレッジ（オーストラリア）来町事業
11． 日本語＆英語でダンス
12． 異文化理解講座「2008ごみ減量フォーラム」
【稲美町環境基本計画推進委員会との共催】
13． ニューイヤーパーティー
14． 外国料理教室「韓国料理」
15． 英語講談【播磨町国際交流協会との共催】
16． 国際交流通信 わーるど 発行
17． 日本語講師支援事業
18． 日本語教室（10教室）
19． 小学校への英語補助員の派遣

平成２1年度 稲美町国際交流協会総会と

異文化理解講座を開催します

と き 平成21年４月26日（日）
と こ ろ 稲美町立コミュニティセンター ホール
（稲美町役場 新館４階）
時 間 ・総会
１３
：
３０〜
・異文化理解講座 １４
：
３０〜１６
：
００

１月31日、２月８日に開催した外国料理教室「韓
国料理」の金貴玉先生が、大好評につき再び登場し
キム

キ オク

ます。今回は韓国の食文化などについて講演いただ
く予定です。韓国の人気ドラマ「宮廷女官チャング
ムの誓い」についても、何か聞けるかも？

パーティー

ニューイヤー

を開催しました。

国際交流協会のビッグイベ
ント「ニューイヤーパーティ

参加者は、日頃から国際交流に関心をお持ちの方をはじめとし、昨年の夏に稲美町で

ー」を無事終えることができました。多くの皆様の

１週間ホームステイをした外国人留学生たちとそのホストファミリーや、当協会で実施

参加、協力をいただき、大きな感動を受け、会員一
同「またがんばろう！」の意欲を再確認しました。

している日本語教室に通う在住外国人、今年１月から町内の中学校に赴任されている

「わーるど」に案内されていますように、多くの

ALT（外国語指導助手）など80名を超え、大変楽しい交流の場となりました。

協会行事があります。皆様のご参加を心よりお待ち
しております。

第23号

（N）

（０７９）
４９２-５１６２

会

4月10日〜12日
4月27日
4月27日
5月4日
6月7日〜7月5日
6月22日
7月13日
8月3日〜10日
8月20日〜27日
10月4日〜6日
10月22日〜11月19日
12月7日
1月25日
1月31日、2月8日
2月22日
6月、10月、3月
10月〜３月 6回
通年
９日間（各終日）

員

募

集

21世紀にふさわしい稲美町の国際交流を進めるため、稲
美町国際交流協会の会員を募集します。多くの方のご加入
により、活気があふれ、心と心がふれあう協会にしたいと
思いますので、ご賛同をお願いします。
なお、会員の皆様には、各種イベントのご案内、イベン
ト参加費の割引きなどの特典を予定しております。
※会員申込書は協会ホームページからダウンロードできます。

【年会費】 ・個人

◆異文化理解講座の内容◆

１月25日（日）、コミュニティセンターホールにおいて、毎年恒例の

実 施 月 日

１口 1,000円（中高生は500円）
１口 2,000円（同居）
・家族
・団体、法人 １口 10,000円

※ご加入いただけます方は、お手数ですが協会事務局まで
お問い合わせください。

稲美町国際交流協会
団体・法人会員（順不同）
医療法人社団 奉志会 大西整形外科
医療法人社団 奉志会 本部
キング醸造㈱
社会福祉法人 日の出福祉会
Big mama 大村農園
六甲バター㈱ 稲美工場
山口青果㈱
㈲ 聖

東洋ゴム工業㈱ 兵庫事業所
松葉堂
兵庫県信用組合 稲美支店
ナショナル護謨㈱
㈱テクノハリマ
医療法人社団 辰巳歯科医院
㈱稲美乳販
神戸鉄工中小企業協同組合

会費をご高納いただき誠にありがとうございます。
今後ともご支援ご協力賜りますようお願い申し上
げます。
４９２-９１３０
（０７９）
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平成21年１月
（
平成21年１月 オーストラリアから２人のＡＬ
オーストラリアから２人のＡＬＴ
Ｔ

）が来日
が来日！
！

外国語
指導助手

ミーガン ストーン
Megan Stone

名

前

新年を楽しくお祝いしました

ジャネット イェン
Janet Yuen

まずは東播磨高校と菊友会の皆様による琴の演奏で、会場はまさにお正月気分に。しばらく歓談をして
から、外国人参加者やALTの紹介をしました。そして中国伝統の楽器“二胡”の演奏。その美しい音色で会場
は和やかな雰囲気につつまれました。まさに国際交流と言える催し物でした。
最後のプレゼントゲームでは、参加者はドキドキワクワクしながら自分の番号が呼ばれるのを待ってい
ました。
あっと言う間の２時間でしたが、この日の出会いや交流を大切にしたいですね。
に

現任校

稲美北中学校

趣味

スポーツ、
旅行、
読書、
スキー

稲美中学校
様々な新しい食べ物に挑戦すること。
日本の食べ物が楽しみです。

生徒達が英語を学ぶ手助けがしたい。
そして自分も違った文化を学びたい。

ＡＬＴの志望動機

生徒達が英語を学び、
積極的に話せるように、
また外国
文化に興味を持ってもらえるように応援したい。その結
果として日本の文化にも興味を持ってもらいたい。

礼儀正しく尊敬できる国民性

「日本」
と聞いて
思い浮かべること

春の桜、
秋の紅葉、
冬の粉雪

平成21年1月25日
コミュニティセンター
〜Ｐｒｏｇｒａｍ〜

オーストラリアから持って パソコン。
メルボルンの家族や友だちに
来た、あなたの大切な物 ずっと連絡できるように。

靴（サイズが大きいので）
日本の文化に触れたり、
観光したり、
日本について
もっと学びたい。お祭やイベントに参加して、
たくさ
んの町民と会いたい。

日本、稲美町で
したいこと

日本文化について学びたい。
太鼓、
お茶席の着物、
日本料理（作ることも）。
日本語がぺらぺらになるように練習したい。

〜 どうぞよろしくお願いします 〜

大人気！外国料理教室「韓国料理」 異文化理解講座「2008ごみ減量フォーラム」を開催
キム

１月31日と２月８日の２回、関西でご活躍中の金

キ オク

貴玉先生に本格キムチとキムチチゲの作り方を教えて
いただきました。辛さの中にも甘みや旨みがたっぷり
詰まったおいしいキムチに参加者のみなさんも大満
足。そのキムチを使ったチゲはなんと納豆入り！コク
が出て、納豆の苦手な方にも大好評でした。また、韓
国の食文化についてのお話では、韓国料理の本質であ
る

やく ねん

薬念

や

い しょくどう げん

医食同源

の意味、手間をかける食の

大切さ、食材はすべて体にとって必要なものであるこ
とを教えていただきました。
〜Menu〜
ペチュキムチ
キムチチゲ
ソッパッチ

▲金先生の丁寧な指導で絶品の料理ができあがりました

こ

▲新年のお祝いには琴の演奏がピッタリ
！

12月７日（日）、稲美町環境基本計画推進委員会との
共催で開催しました。コーディネーターの池本廣希教授
（兵庫大学）
とオーストラリア、
ブラジル、
ドイツ、
日本の４
カ国のパネリストが、各
国のごみの現状とその
捉え方についてパネル
ディスカッションを行い
ました。
「ごみ減量」の
重要性について、改め
て考えさせられる内容
でした。
▲ごみ減量は世界共通の課題です

開会のことば
会長挨拶
来賓挨拶
琴演奏
歓談
二胡演奏
歓談
プレゼントゲーム
閉会のことば

ひろ き

日本語講師支援事業（中級）を開催中

参加者の感想
ルワンムンニントン・チャンサモンさん
（在住外国人・ラオス）
日本語とタイ語とラオス語でたくさ
ん話ができてとても良かったです。中国
の楽器の演奏が楽しかったです。
また来年
も参加したいです。
▲二胡の音色はとてもきれいです！

10月から毎月１回 第３金曜日に開催 全６回
講師に五味たまき先生をお迎えし、日本語教室（中級）
の先生の育成を目標に開催しています。現在５回終了し、
残り１回です。日本語教室の生徒も募集していますので、
生活面で日本語に困ってお
られる方は、気軽に事務局
までお問い合わせくださ
い。
◆日本語教室◆
講 義：原則として週１回
時 間：１時間30分程度
時間帯：相談に応じます
▲参加型の楽しくてわかりやすい授業です
受講料：月1,000円

ジャネット イェンさん
（外国語指導助手・オーストラリア）
パーティーは楽しかったです。
たくさんの友達ができてうれしかったです。
琴もおもしろかったと思う。
清水 恵一さん
おいしいデザートに楽しいプレゼントゲームなど、
I enjoyed them very much. Thank you!
高松 具視さん
プレゼントゲームで背中用あんま器が当たりました。
最高のプレゼントでした。

▲たくさんの景品に会場も盛り上がります！

