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日本語教室・日本語講師支援講座
第35号

2013. 3. 1

2013年 今年もよろしくお願いします！
毎年恒例の「ニューイヤーパーティ」を開催しました。

町内在住の外国人の方々の日本語学習を支
援しています。身近に必要な方がいらっしゃ
いましたら、ぜひお声をかけてあげてくださ
い。
現在、インドネシア・カナダ・ベトナム・
ブラジル・中国・パキスタンなど20人の方が
勉強しています。
また、ボランティアの日本語講師の授業相
談やブラッシュアップのため、専門家による
支援講座を年に５回実施し、近隣にお住まい
の講師の方に参加いただいています。

平成２5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25年４月28日（日）
・総会
13：30～
・異文化理解講座 14：30～15：30
内容 ラオスの民族舞踊と文化紹介
※異文化理解講座の参加は自由です。
申し込みは協会事務局まで。
と こ ろ コミュニティセンターホール
（役場新館４階）

絵 画 交 流
１月９日（水）に稲美町の５小学校の児童の作品
30点を中国武清区楊村第八小学校に送付しました。
なお、例年12月頃に送付される第八小学校からの作
品は現在のところ未着です。

１月20日

ました。

コミュニティセンターホールにおいて「2013

ニューイヤーパーティ」を開催し

パーティには、外国人15人を含む総勢79人の参加がありました。ふれあい交流“いなみ野の里”

ホームステイ事業に参加された大阪大学の留学生、稲美町在住の外国人、そして今年は神戸大学
の留学生も参加され、バラエティに富んだ国々の方と楽しいひと時を過ごしました。

最近は花粉と共にやって来る
春があまり好きではなかった
のですが、先日日本語教室の生徒さんが「季節で春
が一番好きです。桜がきれいだから。」と話してく
れました。今年は、マスクをして「さくらの森公
園」に桜を見に行ってみようと思います。
24年度もいろいろご協力いただきありがとうご
ざいました。新年度もよろしくお願い申し上げま
す。
（T）

東播磨高等学校邦楽部と菊友会有志の皆さまが奏でる琴の雅な音色に包まれてパーティがはじ

まり、外国の方の自己紹介、歓談のあとには
重唱とジャズオルガンを鑑賞しました。

アンサンブル・アコルデによる心に染入る女声二

会場では言葉の壁はありますが、コミュニケーションを取りたいという強い気持ちがより絆を

深め、気持ちが通じる本当の交流を楽しんでいただきました。今年のプレゼントタイムではプレ
ゼントが全員に行き渡るという奇跡も起き、幸先の良い年の始まりで閉会となりました。

第35号

きょうは形容詞の使い分けを学習中！

会

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があります。

【年会費】 ・個人

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。

稲美町国際交流協会
団体・法人会員 H25.3現在（順不同）

平成24年度

医療法人社団奉志会 大西整形外科 田中縫製㈱
医療法人社団奉志会 本部
㈱アシス
キング醸造㈱
天理教加古大教会
社会福祉法人 日の出福祉会 赤松機器工業K.K
Big mama 大村農園 上野鋼業K.K
六甲バター㈱ 稲美工場 K.Kコスモ
有限会社 聖
イナミスポーツ
珈琲館クレヨン
フジワラ
パン・ド・ミ
印南養鶏農業協同組合
稲美乳販㈱
まねき食品K.K
株式会社コカジ技研
広田鉄工株式会社
稲美町老人クラブ連合会 辰己歯科医院
兵庫県信用組合 稲美支店 明光印刷㈱
カフェテラス花の樹
会費をご納入いただきありがとうございました。
平成25年度も引き続きご協力を賜ります様よろし
くお願い申し上げます。
【わーるどクイズ⑧の答え】
Ｂ：水をかけあう

【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 稲美町役場内 開室時間 : 月・火・水・木曜日 10:00～15：00
☎（０７９）４９２-1212（内線102） FAX（079）492-5162 http://www.inami-international-a.com/ E-mail ： inami-kokusaikoryu@train.ocn.ne.jp
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平成24年度に実施した行事一覧
事

業

１．平成24年度稲美町国際交流協会総会
２．異文化理解講座 英語落語「Wonderful Japan」
３．2012稲美ふれあいまつり 「キムチチゲ＆おにぎり」を出店
４．フィリピンの子ども支援・交流事業 天満東小学校で実施
５．国際交流通信“わーるど”第33号発行
６．外国料理教室「イタリア料理教室」
７．国際交流茶会（茶道裏千家東播支部との共催）
８．ふれあい交流“いなみ野の里”ホストファミリー説明会
９．子ども英語サマーキャンプ（播磨町・高砂市共催）
10．ふれあい交流“いなみ野の里”ホームステイ事業
11．国際交流ティーパーティ 神戸大学留学生をゲストに
12．外国料理教室「子ども英語料理教室」
13．国際交流通信“わーるど”第34号発行
14．日本語講師支援事業（５講座実施）
15．2012“いなみ野の里”ホストファミリーミニ同窓会
16．中国天津武清区との絵画交流
17．ニューイヤーパーティ
18．国際交流通信“わーるど”第35号発行
19．他団体視察「南あわじ市国際交流協会」へ
20．日本語教室
21．基礎英会話講座

実 施 月 日
４月29日
４月29日
５月３日
５月11日
６月１日
６月23日
７月８日
７月26日
７月29日
８月11日～18日
９月16日
９月23日
10月１日
10月～２月
11月18日
１月９日
１月20日
３月１日
３月３日予定
通年
通年

ニューイヤーパーティ
参 加 者 感 想
女声合唱のすばらしい歌声に感動しました。また“アメイジ
ンググレイス”にまつわるストーリーが、とても良かったで
す。
神戸大学のコスタリカとギリシアの留学生と話ができ、楽し
かったです。ありがとうございました。
（前川和子）

澄んだ歌声に参加者もうっとり

たくさんのプレゼントを前に
どれにしようかな

参 加 者 感 想

X’
masパーティ

賞品ゲットし、笑顔で記念撮影

基礎英会話講座では2012年
最後の授業となった12月18日
（火）いきがい創造センターワーキングスペ
ースで14人の方が参加されX’
masパーティを
開催しました。まず、それぞれが１番心に残
った出来事をスピーチし、その後英語ビン
ゴ、連想ゲームで盛り上がりました。
ワインや外国産の賞品もゲットし、
「Have
a nice New Year season !」
の言葉を残し家
路につきました。

オープニングに相応しい琴の演奏

楽しい授業で会話力もアップ

クイズに挑戦

わーるど
クイズ⑧

神戸大学留学生とのティーパーティ
９月16日（日）に、神戸大学の留学生サードさん（ヨルダン
出身）、クシュブーさん（インド出身）をお招きしてティーパー
ティを開催しました。
自己紹介に始まり、みんなでお茶を飲み
ながらクイズに答えたり、楽しくお話をし
ました。

子ども英語料理教室
９／23（日）、いきがい創造センターにて
子ども英語料理教室を開催しました。講師は
イタリア料理教室等でもお世話になったエメ
ラルド先生（台湾出身・英語講師）です。７
かわいいミニ豚まんに先生もにっこり 人の子供達が豚まんと杏仁豆腐作りに挑戦し
ました。先生からの指導はほとんど英語でし
たが、みんなしっかり理解しててきぱきと動いていました。
また、いつもお母さんのお手伝いをしているからか、みんな包丁の使い方
がとても上手でびっくりしました。

ニューイヤーパーティに参加させて頂きありがとうございま
す!! ジャズオルガンを初めて聞かせて頂いてとても楽しかった
です!!
神戸大学の学生さんもたくさん来られて交流でき、たくさん
の方が異国で頑張っておられ、私も外国へ旅行したいと思いま
す!!
（久保加代子）

ホストファミリー
美味しい豚まんのできあがり

ラオスのお正月（ピーマイラオ）は、４月15日頃の３日間で行われます。
その時、人々はどんな事をしてお祝いするでしょう？
Ａ. 酒をかけあう Ｂ. 水をかけあう Ｃ. 泥をかけあう

ミ

ニ

同窓会

11月18日（日）19：30～21：00にコミセン会議室で、
「2012いなみ野の里 ホストファミリーミニ
同窓会」を開催しました。
今夏、留学生をお世話いただいた10家庭が全員参加（15人）してくださり、スライドショーの後楽し
かった夏の思い出を語り合いました。
今後、これまでホストファミリーになってくださった皆さんが集う全体の同窓会も視野に入れながら運
営していきたいと思います。

