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ふれあい交流 いなみ野の里 ホームステイ事業

ホストファミリー募集中

参 加 費：会員無料 非会員300円
申込期間：６月11日（月）〜28日（木）

員

募

集

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。

▲23年度の万葉茶会での交流

8月11日（土）〜18日（土）〈8日間〉
10家庭程度

稲美町国際交流協会
団体・法人会員 H24.3現在（順不同）

平成23年度

ホストファミリー感想文より抜粋
私の料理が食べたいなんていうメールをも

申込資格 国際交流に関心のある方（初めての家庭大歓迎） らって、また涙腺がゆるんでしまっていま
す。

（Mさん）

申込方法

国際交流協会事務局（役場本館１階 産業課前）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。
（☎079-492-1212
（内線102）
）

申込締切

6月28日（木）

注意事項

外国人留学生の多くは今年４月に来日しており、現在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。ホストファミリーの皆さんは外
国語が話せなくてもＯＫ！普段通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

11（土）対面式・歓迎会
８/12（日）フリータイム
８/13（月）フリータイム
８/14（火）フリータイム（オプション）

（小学校低学年以下保護者同伴願います。）

１口
・家族
１口
・団体、法人 １口

興味のある方、一度新し
いことに挑戦してみませ
んか。

８/

開催日時：７月８日（日）
13：30〜15：30（受付13：00〜）
場
所：稲美町 万葉の森 憩いの館
定
員：先着20名

【年会費】 ・個人

わずか８日間ですが、ともに過
ごすことで何事にもかえがた
い感動、発見があるかもしれ
ません。

募集家庭

お抹茶を飲んだことがない方も、
どうぞ気軽にご参加ください。

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。

外国人留学生との交流を深めたい、彼らにごく
普通の日本の生活を体験させてあげたいと思っ
ておられる方、ぜひご応募ください。

受入期間

共催

ホームステイを通して、たくさんの思い出
も出来ましたし、お金で買えない大切なも
のをもらったのです。
（Kさん）

スケジュール（予定）

15（水）ふれあい料理教室・老人クラブとの交流
８/16（木）小学生交流・万葉茶会
８/17（金）中学生交流・ふれあい交流会
８/18（土）お別れ会

医療法人社団奉志会 大西整形外科 カフェテラス花の樹
医療法人社団奉志会 本部
田中縫製㈱
㈱アシス
キング醸造㈱
社会福祉法人 日の出福祉会 FUJITSU TEN SOLUTIONS PHILIPPINES. INC.
Big mama 大村農園 天理教加古大教会
六甲バター㈱ 稲美工場 赤松機器工業K.K
上野鋼業K.K
有限会社 聖
K.Kコスモ
喫茶クレヨン
イナミスポーツ
パン・ド・ミ
フジワラ
稲美乳販㈱
印南養鶏農業協同組合
株式会社コカジ技研
稲美町老人クラブ連合会 まねき食品K.K
兵庫県信用組合 稲美支店 明光印刷㈱
会費をご納入いただき誠にありがとうございま
した。平成24年度も引き続いてご登録いただき、
ご支援ご協力賜りますようお願い申し上げます。

８/

※スケジュールは変更することがあります

イタリア料理教室のご案内

おいしい和菓子とお抹茶を頂きながら、
前回に続いて、好評のエメラルドさんの料理教室
近隣在住外国人との交流を
です。今回はリクエストの多かったイタリア料理教
楽しみませんか？
室を開催します。

会

恒例のホームステイ事業が始まります。

東播支部加古青年部

桜の花と共に新年度が始まり
ました。桜の花のエネルギーを
貰って、今年もいろいろな行事に取り組みたいと思
います。町民の皆様に多数ご参加いただき、交流の
輪が広がりますよう願っています。
(N)

日
場
内

時：６月23日（土） 10：00〜14：00
所：いきがい創造センター調理室
容：ミネストローネ、ホウレン草の
クリームパスタ、他全４品
参加費：会員500円 非会員1000円
定 員：先着20名
申込期間：６月６日（水）〜20日（水）

子ども英語サマーキャンプのご案内
昨年、好評だった子ども英語サマーキャンプ（播
磨町・高砂市との共催）を今年も開催します。
日 時：７月29日（日）９：30〜15：00（予定）
９時30分 現地集合 15時 解散
場 所：加古川市立少年自然の家
加古川市東神吉町天ヶ原715-5
TEL.079-432-5177
対 象：小学３年生〜６年生
（先着10名）
参加費：会員500円
非会員1000円
（昼食・クラフト代・保険代）
（当日の会員入会も受付けます）
申込期間：６月11日（月）〜６月30日（土）

絵

画

交

流

今年も中国天津市武清区から絵画30枚が届きまし
た。稲美町内の各小学校で展示しました。また各小
学校からも全部で30枚の絵画や版画の力作が集まり
武清区の第八小学校に送りました。武清区からの絵
画のうちの10枚を２月14
日〜29日までの間、役場
ロビーに展示しました。
確定申告、定期献血の
時期と重なったのでたく
さんの人に見ていただく
ことができました。
▲みんな上手ですね

役員改選 ＆ 新理事紹介
今年度は役員改選の年にあたり、総会で新会長に
のりゆき
かず み
よし こ
中谷範之、副会長に竹内和美、中村美子、会計に森
ま り こ
玉万里子を選出しました。
まな み
のぶ こ
また、新理事に井上愛美、大森みさを、岡山伸子、
たかいち
山本隆一を迎えることになりました。
【わーるどクイズ⑥の答え】
アメリカ花水木 桜が贈られて今年で100年。ワシントンD.C.
では盛大な記念式典が開催されました。

第33号

【発行】 稲美町国際交流協会 〒675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地 開室時間 : 月・火・水・木曜日 10:00〜15：00
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平成24年度

主な行事予定

事 業 内 容
平成24年度稲美町国際交流協会総会
異文化理解講座（第１回英語落語 Wonderful Japan）
2012稲美ふれあいまつりに「キムチチゲ＆おにぎり」を出店
フィリピンの子ども支援・交流事業
わーるど 第33号 発行
国際交流茶会
子ども英語サマーキャンプ（播磨町・高砂市共催）
中国天津市武清区の小学校との絵画交流
ふれあい交流 いなみ野の里 ホームステイ事業
外国料理教室
わーるど 第34号 発行
異文化理解講座（第２回）
ニューイヤーパーティー
他団体視察
わーるど 第35号 発行
語学講座 基礎英会話講座
語学講座 中国語教室
兵庫県・市町国際交流団体連絡協議会総会への参加
【その他】
日本語講師支援事業
日本語教室
通訳及び翻訳（多言語ガイド含む）
外国コインボランティア

実施時期
４／29 実施済み
４／29 実施済み
５／３
実施済み
５／11 実施済み
６／１
７／８
７／29
未定
８／11〜８／18
６月、10月
10／１
11月
１月
未定
３／１
継続中
継続中
未定
５回
通年
通年
通年

フランス料理教室を開催しました
２月25日（土）、いきがい創造センターでフランス料理教室を実施しました。
前回の台湾料理教室に引き続き、講師に台湾出身のエメラルド先生をお迎え
し、ごぼうのポタージュ・ラタトィユ・タプナード・アイオリ・そば粉のガレ
ット・クレープシュゼットの計６品に挑戦しました。
食材・調味料の種類こそ多いものの、シンプルな手順
で美味しくお洒落なお料理が次々と出来上がりました。
フランス料理、というと難しくてとっつきにいイメー
ジがありましたが、今回の料理教室を通じてぐっと身近
な存在になりました。
▲美味しそうな
ドレッシングですね

▲きれいに焼けたね

総 会 ＆異 文 化 理 解 講 座

10月〜２月

▲うどんの食べ方の
パフォーマンス!!

※事業内容・実施時期は変更することがあります。

４月29日（日）に国際交流協会総会の後、
異文化理解講座を開催しました。
講師に尼崎市在住の英語落語パフォーマー
さ よ ひめ
小夜姫さんを迎え「Wonderful Japan」の
演目で客席を笑いの渦に巻き込んでいまし
た。また「お客様体験コーナー」ではインド
ネシアの青年が高座に上がり見事なパフォー
マンスで笑いを誘いました。
今後の小夜姫さんのご活躍を期待しており
ます。

2012稲美ふれあいまつりにキムチチゲ＆おにぎりを出店
毎年、好評をいただいている稲美町国際交流協会名物「キムチチゲ＆おにぎり」を、今年も５
月３日（木）、稲美ふれあいまつりの模擬店に出品しました。
心配していた天候も、早朝に雨があがり程良い天気が幸いしたのか、12時過ぎには203食完
売しました。本格合わせ味噌や秘伝の隠し味に、ご来店くださったお客様からは「今年もおいし
かったあ」
「来年も楽しみにしてるよ」など、うれしい感想をいただきました。
また、今年は「フィリピンの子ども支援交流事業」の一環で、フィリピンのブレスレットを子
供たちと一緒に作りました。
稲美町国際交流協会ではキムチチゲなどの
国際色豊かな料理をみなさんで楽しむ「外国
料理教室」など、町民のみなさんが気軽に参

▲本物の落語家みたい

フィリピンの子ども支援・交流事業を開催！
５月11日（金）に天満東小学校で『フィリピンの子ども支援・
交流事業』が開催されました。
来校したフィリピン人７名は全校生徒の歓迎セレモニーで迎え
られ、始めて目にする琴の演奏やリコーダーによるフィリピン国
歌の演奏に感激していました。午後からは、６年生の教室での会
話やビデオを楽しみ、最後に鉛筆キャップ作りもしました。

加していただけるさまざまな企画を計画して
▲稲美町国際交流協会自慢
のキムチチゲ＆おにぎり

クイズに挑戦

いますので、是非ご参加下さい。
▲お昼すぎに完売！

わーるど
クイズ⑥

▲フィリピンに興味がわいてきたよ

1912年東京市長・尾崎行雄が3000本の桜の木を米国に
贈った。その返礼として日本に贈られたものは何？
答えは最終ページ右下にあります。
▲交流後、全員で記念撮影

