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BBQパーティー参加者募集！
緑いっぱいの爽やかな初夏、稲美中央公園で
おいしいBBQと外国人の方々との交流を楽しみ
ませんか？
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と

き：６月６日（日）
11：00〜14：00
ところ：稲美中央公園 バーベキューサイト
参加費：会員 500円
非会員 800円
（＊小学生以下は２名で大人１名分の参加費が
必要です）
持ち物：自分が飲む分の飲み物
定 員：15人程度
申 込：６月３日（木）までに協会事務局まで
お電話ください
（定員になり次第締め切らせていただきます）

ふれあい交流 いなみ野の里 ホームステイ事業

ホス
！
ホスト
トファ
ファミ
ミリーを募集します
リーを募集します
！
稲美町国際交流協会では、今年も外国人留学
生のホームステイ事業を実施します。今年の夏
はいつもの我が家に異国の風を取り入れてみま

稲美町 中国語・初級講座
受講者募集!!
中国との関係が深まり、仕事や交流で中国語が
必要になる機会が多くなっています。その様な
時、一言の中国語が友好や成功に繋がります。
中国語教室では、初歩から中国語を習いたい人
を募集しています。
場
日

所：稲美町役場新館４階
コミュニティセンター会議室
時：毎週土曜日
19：00〜19：30 補習
19：30〜21：00 本授業
た

じ

見学を希望される方は田路（☎079−422−
7035）まで連絡してください。詳しく説明しま
す。

せんか？日本にいながら異文化交流すること
で、新鮮な気分になること間違いなしです。そ
して笑いあり、涙ありの忘れられない夏の思い
出となることでしょう。皆さんのご応募お待ち
しています。

受入期間
募集家庭

8月7日（土）〜14日（土）

申込締切
注意事項

会

員

募

集

〈8日間〉

21世紀にふさわしい稲美町の国際交流を進めるた

10家庭

め、稲美町国際交流協会の会員を募集します。多くの方

申込資格 国際交流に関心のある家庭
申込方法

▲ 楽しい思い出がたくさんできますよ
（昨年のふれあい交流会から）

国際交流協会事務局（役場企画課）へ直
接お越しいただくか、電話で申し込んで
ください。電話申し込みの人には必要書
類をお送りします。
（☎492-9130）

6月30日（水）

外国人留学生たちの多くは今年４月に来
日しており、現在は大学で日本語を勉強
中です。彼らは、ホームステイを通して
日本語での会話や日本の生活文化を肌で
感じることを望んでいますので、ホスト
ファミリーの皆さんは外国語が話せなく
てもＯＫ！また、特別な振る舞いをする
必要もありません。普段どおりの生活の
中に、受け入れていただくことをお願い
します。

今年のふれあい交流 いなみ野の里
スケジュール（予定）

7（土）歓迎会
８/ 8（日）フリータイム
８/ 9（月）交流
８/10（火）交流
８/11（水）交流
８/12（木）フリータイム
８/13（金）フリータイム
８/14（土）お別れ会
８/

・対面式
・歓迎会
・大池まつり

のご加入により、活気があふれ、心とこころがふれあう
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。

【年会費】 ・個人
・老人クラブとの交流
・中学生との交流
・小学生との交流
・万葉茶会

１口
・家族
１口
・団体、法人 １口

1,000円（中高生は500円）
2,000円（同居）
5,000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。

ヨ ガ 教 室
私達ヨガ教室は、毎週金曜日 19：30〜20：30い
きがい創造センター（会場が変更になる場合があり
ます）で、アルジュン・グプタ先生（インド政府公
認ヨガ指導員）の指導のもと活動しています。
ヨガはゆっくりした動きなので初心者でも大丈
夫！
見学＆体験は無料ですので、ぜひ一度お越しく
ださい。
詳しくは、協会事務局までご連絡ください。

・料理教室
・ふれあい交流会

協会

となってから3代目

の会長と共に、新たに始動す
ることになりました。稲美町在住の外国人と町民の
方々の交流を楽しく企画・運営したいと思います。

・お別れ会

今後ともご支援・ご指導お願い致します。

（M）

※スケジュールは変更することがあります
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平成22年度

主な行事予定

事 業 内 容

実施時期

平成22年度稲美町国際交流協会総会

４／25

実施済み

異文化理解講座（平成22年度第１回）

４／25

実施済み

2010稲美ふれあいまつり出店

５／３

実施済み

わーるど

６／１

第27号

発行

バーベキューパーティー

６／６

中国天津市武清区の小学校との絵画交流

８月、１月

ふれあい交流

８／７〜８／14

いなみ野の里

ホームステイ事業

９月、３月

外国料理教室
わーるど

第28号

発行

10／１

異文化理解講座（平成22年度第２回）

11月

ニューイヤーパーティー

１月

他団体視察

２月
発行

３／１

語学講座（初級英会話教室：基礎英会話講座）

継続中

語学講座

未定

兵庫県・市町国際交流団体連絡協議会総会への参加

未定

わーるど

第29号

4/25
（日）

稲美町国際交流協会

総 会

4月25日（日）に稲美町長、稲美町議会議長を来賓に迎え、稲美町国際交流協会総会を開催
しました。
総会は会長挨拶から始まり、町長、議長から激励の言葉をいただきました。その後、議事と
して平成21年度の事業報告・決算報告と平成22年度の事業計画・事業予算について承認を
いただきました。また、新会長から就任挨拶と役員の紹介がありました。

異 文 化 理 解 講 座
「日本の武道に魅せられて」
総会終了後に平成22年度第１回異文化理解講座を開催しました。講師にアメリカ合衆国アリゾナ
州フェニックス出身のウェイン・ダウディさんをお招きして、居合道のお話と実演をしていただきま
した。
ダウディさんはアメリカでいくつかの武道をしておられたそうですが、居合道と出会った時、「こ
れこそ自分がやりたいことだ。」と感じたそうです。それ以来20数年間居合道を続け、現在は準師
範の資格をお持ちです。
▲精神統一
とてもフレンドリーな方で、冗談を交えてのお話はとてもおもしろ
く、会場には笑い声があふれていました。しかし、いざ実演となると真剣そのもので、彼の表
情、立ち振る舞いはまさに日本の侍でした。
また講演の途中には、ダウディさんが収集した武具（江戸時代後半の物）や法螺貝、扇子が登
場しました。ダウディさんは「物にはそれぞれ寿命があるので、壊れたらそれまで」と考えてお
られ、貴重な収集品を惜しみなく取り出し、参加者は自由に武具を試着したり、法螺貝を吹くこ
とができました。
「居合道は日本の深い文化なので大切にしたい」と言われたことが心に残っています。外国に
目を向けることは大切ですが、日本人として自分達の素晴らしい文化･芸術を再認識する必要が
あると痛感した日でもありました。
い あい どう

ほ

ら

がい

せん

す

▲真剣な眼差しで

【その他】
日本語講師支援事業

６月〜12月

日本語教室

通年

新ホームページ開設

準備中

通訳及び翻訳（多言語ガイド含む）

通年

外国コインボランティア

通年

※事業内容・実施時期は変更することがあります。

5/3 2010稲美ふれあいまつりに
（月・祝）
キムチチゲとバングラデシュカレーを出品
当日は汗ばむ陽気の中、10時20分の販売開始時には列がで
きるほどの人気でした。
「美味しかったからおかわりにきました。」と言うリピータ
ーもいて、キムチチゲ180食とバングラデシュカレー50食が
早々に完売しました。暑い中お越しくださった皆さん、ありが
◀おいしいですよ
とうございました。来年も外国の料理を紹介できればと考えて
熱いから気をつけて
おりますので、ご期待ください。
今回出品した２品は、以前に協会の外国料理教室で異国の先
生に教わった料理です。今年も外国料理教室を２回予定してい
ますので、興味のある方はぜひご参加ください。
また、他にもたくさんの楽しいイベントを企画しています。
町民の皆さんもどんどん参加して、ぜひ異文化を体験してくだ
▲キムチチゲ＆おにぎり ▲バングラデシュカレー さい。

▲武具と法螺貝

・なごやかな講座で、楽しく過ごせました。ダウディさんが日本文化に傾注されている
事がよくわかりました。
若宮聖治郎
・日本人以上に日本の武道についてよく研究されていて、刀の立ち回りに驚かされまし
た。ほら貝は戦いの規模によって大きさが違い、鎧も同様に重さによって違ってくる
ということを学びました。道具を触ることができて、よかったです。
福田ゆかり
・ダウディさんは日本の武士、武具、ほら貝等について日本人のあまり知らない事を話
され、理解の深さに感心した。特に居合道には、興味がひかれた。
高松 具視

会長就任にあたって

なんじょう ひろ み

南條 博己

今期、稲美町国際交流協会の会長を務めさせていただきます南條と申します。
さて、平成22年度の協会の事業計画としましては、大きく分けて３つの項目に分類できます。

町民と外国人との交流事業

・ふれあい交流 いなみ野の里 ホームステイ事業
・バーべキューパーティー、ティーパーティー ・ニューイヤーパーティー

町民を対象とした講座・教室
・外国語教室

情報発信事業

・外国料理教室

・日本語教師支援事業

・協会紙「わーるど」の発行（年３回）

会長

南條 博己

・町内在住外国人の為の日本語教室

・協会のホームページの作成

大切な事は、これらの事業情報をいかに多くの人にお知らせし、国際交流事業に参加していただくかという事でありま
す。
最終的にはメーリングリストなどの活用も視野に入れておりますが、当面は町内の主な施設や団体への行事案内に積極的
に取り組みたいと考えております。情報発信に力を注ぐことによって、今まで以上に皆さんが国際交流に興味を持ち、事業
に参加していただけるのではないかと思っております。
また、参加いただいた皆さんには異文化にふれることの楽しさ、そして自分の中で広がる世界を感じていただきたいと思
います。
稲美町の国際交流の発展に皆さんのご協力をお願いし、会長就任の挨拶とさせていただきます。

