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　もうすぐサッカーワールドカ
ップが始まります。オリンピッ

クなどの試合を観るとき、夏のホームステイで知り
合った留学生の国を、友人として応援したくなりま
す。
　今年の夏、ホストファミリーになって、もっと応
援したくなる国を増やしませんか？初めてのご家庭
のご応募もお待ちしています。

（T）

ホストファミリー募集中!!ホストファミリー募集中!!ホストファミリー募集中!!ホストファミリー募集中!!

ふれあい交流“いなみ野の里”ホームステイ事業

稲美町の夏の恒例行事が始まります！

今年も大阪大学から、留学生達がやって
来ます！外国人留学生と、ご自宅で一週
間普通の生活をするだけで、外国の文化
とふれ合えることもでき、更に彼らの勉
強や経験の手助けをする事もできます。

少しでも興味のある方は、ぜひチャレン
ジしてみてはいかがですか？

受入期間

募集家庭

申込資格

申込方法

申込締切

注意事項

8月9日（土）～16日（土）〈8日間〉
10家庭程度
国際交流に関心のある方（初めての家庭も大歓迎！ぜひご相談ください。）

6月27日（金）

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、お電話でお申込みください。
お電話の方には必要書類を送付いたします。
電話　079-492-1212（内線102）火曜～金曜日 ９時～12時まで

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希望しています。ホストファミリーの
皆様は、外国語が話せなくてもＯＫ！普段通りの生活に、家族の一員
として受け入れていただく事をお願いいたします。

今年のふれあい交流“いなみ野の里”スケジュール
８/ 9
８/10
８/11
８/12

（土）

（日）

（月）

（火）

対面式・歓迎会
フリータイム
老人クラブ交流・小学生交流
中学生交流・万葉茶会

８/13
８/14
８/15
８/16

（水）

（木）

（金）

（土）

オプション
料理教室・ふれあい交流会
フリータイム
お別れ会

※スケジュールは変更することがあります

【わーるどクイズの答え】　15言語
　　

※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があります。

会 員 募 集会 員 募 集

親子ヨガ教室のご案内

基礎中国語講座の受講生を
募集しています

基礎中国語講座の受講生を
募集しています

平成25年度  稲美町国際交流協会
　　　　団体・法人会員 （順不同）

赤松機器工業㈱
NOBBY FARM
松田測量登記事務所
㈱アシス
いなみマイマイ工房
イナミスポーツ
㈱稲美乳販
医療法人社団　辰巳歯科医院
上野鋼業㈱
まねき食品㈱
天理教加古大教会
医療法人社団　奉仕会本部
ファッションショップ　モリ
植田住地K.K

美食酒房　食うたりや
㈱コスモ
広田鉄工㈱
キング醸造㈱
㈱コカジ技研
パン・ド・ミ
六甲バター㈱ 稲美工場
医療法人社団　奉仕会　大西整形外科
カフェテラス　花の樹
Big mama 大村農園
フジワラ
日の出福祉会本部
珈琲館　クレヨン

　今年度も引き続き、ご支援ご協力を賜ります
様、よろしくお願いいたします。
　いつもありがとうございます。

　来る 6月7日（土）14：00～
「いきがい創造センター」2階ホールにて小学生の
子供と大人のペアでの「親子ヨガ教室」を開催いた
します。
　興味のある方は、事務局までお問合せください。

・コ ー ス：入門コース
・開 催 日：毎週木曜日（月４回）
・開催時間：19：30～21：00
・講　　師：ニーソン先生
・受 講 料：３ヶ月（12回）
　　　　　　5,000円（交流協会会員）
　　　　　　6,000円（非会員）
・募集人員：３名

子ども英語サマーキャンプ参加者募集子ども英語サマーキャンプ参加者募集子ども英語サマーキャンプ参加者募集
（播磨町・高砂市国際交流協会と共催）

　外国人の先生と英語ゲームや昼食を一緒に作りな
がら楽しいひとときを過ごしませんか？
　日　時：７月21日（月）　10：00～15：00
　場　所：稲美町天満大池公園
　対　象：小学３年～６年（先着10名）
　参加費：会員　500円　非会員　1,000円
　　　　　（昼食・保険代を含む）
　申込期間：６月10日（火）～７月４日（金）

　基礎英会話講座は、今年の６月で丸５年になりますが、
初めからの受講者のほとんどが現在まで続いています。今
年の４月からは３名増えて、総勢16名で頑張っていま
す。
　年齢もさまざまですが、和気あいあいでやっています。
　講師の先生も、長年の経験を生かして教えていただいて
いるので、大変わかり易いので皆続いているのだと思いま
す。
　いつの日か、しゃべれるようにと思いながら、日々頑張
っています。

基 礎 英 会 話 講 座 の 紹 介基 礎 英 会 話 講 座 の 紹 介

▲万葉茶会～高校生と日本文化を体験～

▲小学生交流～折り紙体験～

※昨年10月に開講し、現在
７名が学んでいます。笑
い声の絶えない、初心者
ばかりの楽しい教室です。
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平成26年度　主な行事予定平成26年度　主な行事予定

“いなみ野の里”の各交流の一コマ

事 業 内 容 実施時期
平成26年度稲美町国際交流協会総会 4月27日　実施済み
第一回異文化を楽しむ会「インドネシアのアンクルンを一緒に演奏しましょう」 4月27日　実施済み
ふれあいまつり出店「キムチチゲ＆おにぎり」を出店 5月3日　実施済み
外国人向け料理教室 5月24日　実施済み
わーるど第39号発行 6月1日
兵庫県・市町国際交流団体連絡協議会への参加 6月4日
親子DEヨガ 6月7日
子ども英語サマーキャンプ（播磨町・高砂市との共催） 7月21日
ふれあい交流“いなみ野の里”ホームステイ 8月9日～8月16日
神戸大学留学生との交流 9月
国際交流茶会（（社）茶道裏千家・東播支部東播青年部との共催） 9月
わーるど第40号発行 10月1日
子ども向けイベント 10月
外国料理教室 11月
ニューイヤーパーティ 平成27年1月
中国天津市武清区の小学校との絵画交流 1月
わーるど第41号発行 3月2日
他団体視察 時期未定 
語学講座　基礎英会話講座 継続中
語学講座　基礎中国語講座 継続中
語学講座　韓国語教室（自主運営） 継続中
【その他】
日本語講師支援事業 10月～２月（５回）
日本語教室 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。

　昨年、初めて留学生を受け入れましたが、来る前は毎日をどう過ごそうか色々と考えました。ただ実際
に来てみると、協会主催のイベントがほぼ毎日用意されていたので、特別なおもてなしをしたのではなく、
家族が一人増えて生活している感じでした。
　留学生に夕方子ども達と遊んでもらっている間にご飯を作れて助かりましたし、夜に留学生の国の話を
聞いて、日本にいながら外国の文化を知れました。子ども達にとっても、留学生の国が身近に感じれるよ
うになり、テレビ等で紹介されていると、一生懸命見たりしています。世界には色々な国と人がいるとい
う事を少しでも肌で感じれた良い機会になったと思います。

昨年初めてホストファミリーをされた方の声

今年も参加しました！稲美ふれあいまつり2014

　４月27日にコミュニティセンターホールにおいて、古谷町長、
福田議会議長、永富県議会議員、松尾教育長、南澤老人クラブ
会長をお迎えして、平成26年度稲美町国際交流協会総会を開催
しました。
　出席いただいた会員の皆様のご協力のおかげで議案はすべて
承認をいただきました。新しい理事、事務局も加わり、新年度
がスタートしました。
　総会に引き続き、第１回異文化理解講座を行いました。
　今回は「異文化を楽しむ会」として、神戸よりインドネシア

友の会の皆さん８名、インドネシア留学生４名をお招きし「インドネシアってこんなところ・民族楽器
“アンクルン”を一緒に演奏しましょう」を開催しました。
　“アンクルン”とは竹製の楽器で一つ一つ手作りされています。竹の長さにより音階があり、一人で演
奏する方法のほかに、楽器をばらばらにして、ハンドベルのように一人が一つの音階を持ち何人かで演奏
する方法があります。今回は８台の“アンクルン”を使われました。
　“ふるさと”の演奏から始まりました。素朴で耳なじみの良い心の落ち着く音色です。友の会の森井さ
んよりインドネシアの地理や歴史、料理、言葉など興味深い話を伺いました。留学生による民族舞踊も見
せていただきました。
　インドネシアの民謡や日本の曲を数曲披露していただいた後、参加者全員にばらばらになった“アンク
ルン”が手渡され、いよいよ大合奏です。鳴らし方を教えていただき、ドの人、レの人、ミの人…自分の
音を間違えないようにゆっくりゆっくりと練習し、最後に“喜びの歌”を演奏してお開きとなりました。

総会・異文化理解講座

　「美味しいから毎年買ってるよ。」　嬉しいお声かけに思わずお玉を握る手に力が入ります。
　そうなんです、手前味噌ですが本場韓国料理の先生に教えてもらったレシピで作ったキムチチ
ゲは美味しいんです。今年も盛況のうちに250食を完売しました。
　看板から手作りしたパネルには協会の活動を紹介し、みなさんから寄贈された外国コインはア
ルバムで見ていただくという試みも始めました。みなさん、来年も来てくださいね！お待ちして
います。

▲外国人にも好評▲絶え間ない行列が…

▲静かな力強さに感動

▲みんな興味津々

▲中学生交流～書道体験～ ▲老人クラブ交流～昔遊び～ ▲ふれあい交流～各国のクイズに挑戦～

参 加 者 の 感 想
 ● アンクルンの響きは、ほんとうにやさしいものでした。初めて聞いたの

で、興味深く、楽しませてもらいました。
 ● インドネシアの生活習慣、言葉についてもお話があり、楽しくインドネ

シアについて知る事ができました。
 ● アンクルンの楽器演奏、とても楽しかったです。知らなかった文化に触

れることで、又、新しい世界が広がり、とてもよいことだと思います。

今年も参加しました！稲美ふれあいまつり2014今年も参加しました！稲美ふれあいまつり20145/3（土・祝）

クイズに挑戦
多言語・多民族国家のインドでは、紙幣も多言語で書かれています。
インドの紙幣（ルピー）にはいくつの言語が印刷されているでしょうか？

答えは最終ページ右下にあります。

わーるど
クイズ⑩


