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 今年もまた、ふれあい交流“い
なみ野の里”ホームステイ事業

に参加した大阪大学の外国人留学生達がニューイヤ
ーパーティーに参加してくれました。
　遠い国からやってきた留学生達が、本当の息子・
娘のようにホストファミリーの元に里帰りしている
のを見るたびに、「縁」というもののおもしろさを
思わずにはいられません。今年も国際交流協会の行
事を通じて、たくさんの素敵なご縁が生まれますよ
うに！　　　　　　　　　　　　　　　　     （H）

※刷り色が薄いためにフォーマットのアミ20％以下の部分を変更しています

平成２3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

平成２3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

平成２3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

平成22年度に実施した行事一覧平成22年度に実施した行事一覧

　毎年恒例となっている東播磨高校邦楽部の皆さんによる琴の音色で New Year Party が始まりま
した。
　例年にも増して会場いっぱいの参加者をお迎えすることができ、夏のふれあい交流“いなみ野の里”
ホームステイ事業に参加した外国人留学生とホストファミリー、稲美町在住の外国人の方々と交流する
ことができました。
　さらに、今年はGraceful York さんによるエネルギッシュなゴスペルを聴くことで元気をもらうこ
とができました。ベトナム人の男の子（２歳位）が途中ステージに上がるというハプニングもありました
が、メンバーの一人であるかの様に溶け込んでしまい、会場が笑いにつつまれるひと時がありました。
　最後のプレゼントゲームでは、今年の目標について一言ずつ頂きましたが、「英語をもっと学びたい。」
「日本語を頑張ります。」といった語学に関することを多くの方々が目標にされていたのが印象的でし
た。
　今年も様々な行事を通して、皆様と国際交流を図れればと思います。本年も宜しくお願い致します。（M） 

New Year Partyを開催しました !

事　　　　　　　　業 実 施 月 日
  1．総会 ４月25日
  2．新理事研修 ４月25日
  3．第１回異文化理解講座「日本の武道に魅せられて」 ４月25日
  4．稲美2010ふれあいまつり　「キムチチゲ＆おにぎり」出店 ５月３日
  5．B.B.Qパーティー ６月６日
  6．日本語講師支援事業 ６月～12月（７回）
  7．ふれあい交流“いなみ野の里” ８月７日～14日
  8．兵庫県・市町国際交流団体連絡協議会総会に参加 ９月８日
  9．社協福祉ボランティアまつり　「キムチチゲ＆おにぎり」出店 11月３日
10．外国料理教室「トルコ料理教室」 11月６日
11．国際交流通信“わーるど”発行 ６月、10月、３月
12．第２回異文化理解講座「ホアマイの花との出逢い」 12月４日
13．ニューイヤーパーティー １月23日
14．外国料理教室「モロッコ料理教室」 ２月13日
15．中国天津武清区との絵画交流 ２月、３月
16．日本語教室 通年
17．基礎英会話講座 通年　平成21年７月～

平成22年度  稲美町国際交流協会
　　団体・法人会員 H23.1現在（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㈱
有限会社　聖

喫茶クレヨン
パン・ド・ミ
稲美乳販㈱
株式会社コカジ技研
稲美町老人クラブ連合会
兵庫県信用組合　稲美支店
カフェテラス花の樹

　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。

【わーるどクイズ②の答え】
　バチカン（798人）（外務省HPより。）キッズ外務省世界いろいろ雑学ランキング

と　き

ところ

平成23年４月23日（土）
・総会　　　　　　18：30～
・異文化理解講座　19：30～20：30
コミュニティセンター　ホール

　声楽家　松田緑さん（稲美町出
身・東京ニ期会会員）にウィーン
で感じた音楽の魅力や文化の違
い、さらに留学中の体験について
話していただきます。

◆異文化理解講座の内容◆
「音楽留学～裁判留学？？？～　　　　　
　　　　ウィーン国立ブルク劇場への道」

▲世界はひとつ!! みんな友だち

※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。

・ 個人
・ 家族
・ 団体、法人

【年会費】 １口
１口
１口

1,000円
2,000円
5,000円

（中高生は500円）
（同居）

　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。

会 員 募 集会 員 募 集
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※刷り色が薄いためにフォーマットのアミ20％以下の部分を変更しています

基礎英会話講座　開催中！基礎英会話講座　開催中！基礎英会話講座　開催中！

「ホアマイの花との出逢い」開催！「ホアマイの花との出逢い」開催！「ホアマイの花との出逢い」開催！
トルコ料理教室トルコ料理教室トルコ料理教室

▲東播磨高校邦楽部の皆さんによる琴の演奏はまさに日本のお正月です

▲Graceful Yorkの皆さんによるゴスペルは迫力満点！

Thank you very much for the wonderful 
party. I especially enjoyed the Koto per-
formance. It was nice to hear traditional 
Japanese music. I also met some very nice 
people.
（すばらしいパーティーをありがとうございま
した。特に琴の演奏がよかったです。伝統的
な日本の音楽が聞けてよかった。またとても
すてきな人達にも会えた。）

Kent

　楽しいひとときをありがとうございました。
今年もホストファミリーがんばりたいと思い
ます。 

井上　愛美

　今日初めて参加しましたが、楽しかったで
す。ゴスペルやプレゼントなどいろいろあり
よかったです。

糸川　なみ

　また、ホストファミリーに会えてうれしか
った。 

キット・留学生

　冬にベトナムを訪れたのですが、ホアマイの花
については全く知りませんでした。興味深くお話
をうかがいました。苔玉作りは２度目でしたが、
準備をきちんとしていただいて、楽しく作ること
ができました。

岩本　久美

　ホアマイの花、ベトナム、苔玉。苔玉作りも初
めてでした。ベトナムにも興味が出て、行ってみ
たい国になりました。

辻　信子

　お正月のお花にと参加させていただきました。
先生の楽しいお話「ホアマイの花との出逢い」か
ら、ひかえめな人柄が感じられ、ほんわかとした
心持ちにさせていただきました。

藤本　あゆみ

　今日、色んな人と会って話しができて良か
ったと思います。それに、すばらしい演奏を
していただいて感動しました。プレゼントく
じのゲームも楽しかったです。

ベン・留学生

　今日は初めて稲美町国際交流協会の行事に
参加させてもらいましたが、色んな国の方々
と交流を深める事ができ、大変充実した時間
を過ごす事ができました。ありがとうござい
ました。

渡辺　哲秀

　なかなか話ができませんでしたが、お話の
上手な方が同じテーブルで楽しく過ごせまし
た。いろんな曲も聞けて楽しかったです。あ
りがとうございました。

増本　仁美

　平成21年７月からスタートしたこの講座。退会者
はほとんどなく、順調に継続しています。
　現在17名の方々が文法の基本をじっくり学び、会
話力を磨いています。
　「Vocabularyが増えて、自信がつきました。」と
いう声も聞かれ、毎回楽しく充実したLessonです。
　Practice makes perfect !（継続は力なり）

第２回異文化理解講座

　平成22年12月４日（土）に神戸市須磨区在住の苔
玉鉢植え講師井上浩恵さんをお迎えして、ホアマイと
の出逢いについて講演いただいた後、新春用の苔玉作
りを体験しました。参加された方々は先生とベトナム
の早春花であるホアマイとの心温まるお話に感動し、
休憩後苔玉作りに奮闘され、それぞれ世界に一つしか
ない苔玉を持って帰られました。どうか苔玉が永く根
付きますように！　　　　　　　　　　　　　  （H）

　11月６日（土）、いきがい創造センター調理室にてト
ルコ料理教室を開催しました。姫路城前にあるレスト
ランのオーナーシェフのムサビさんから、「ヨーグルト
ソースに漬けこんだ鶏肉のケバブ」「サフランライス」
「野菜たっぷりの
トマトスープ」な
ど、日本の味とは
少し違う、スパイ
シーだけど優しい
味わいの料理を皆
で美味しくいただ
きました。　　　
　　　　　　（T）

　料理を作る過程が楽しかったです。サフランのご飯
も初めてで美味しかったです。
　お肉も美味しく全体にバランスがよかったです。ご
ちそうさまでした。  　　　岡山　幸子

　また家でトルコりょうりをつくりたいです。あつり
ょくなべで、ゆげがでてくるのが、おもしろいところ
でした。すごくおいしかったです。　　　魚住　舞加

　ていねいに教えていただいて、わかりやすく、家に
帰ってからすぐにでもできそうです。味はこれがトル
コの味なのだな～と思いながらいただきました。ザク
ロジュース美味しかったです。 　　　松田　享子

クイズに挑戦 1．世界一人口の多い国は中国。では少ない国は？

答えは最終ページ右下にあります。

わーるど
クイズ②

New Year PartyNew Year Party

ひろ え

▲なかなか上手ですね

▲講師のムサビさん ▲鶏肉のケバブ＆サフランライス
　とトマトスープとザクロジュース

▲井上先生持参の素敵な苔玉

◀
Ｇ
ｏ
ｏ
ｄ
　
Ｊ
ｏ
ｂ
!!

▲「ホアマイ」とはベト
　ナムの旧正月をお祝い
　する花木なんですよ！


