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Welcome to IN

AM I

5/30、5/31、6/1の３日間、稲美中学校、稲美北中学校の生徒４名が
稲美町国際交流協会の仕事体験にやって来ました。
初日は神戸にあるJICAを訪問し、日本語支援事業でフィジーに行かれ
た方のお話を聴いたり、お昼にはトルコの料理を食べました。
２日目・３日目は現在協会で英語の指導をされている中村先生のミニ英
語教室や日本語教室で学ばれているロイさんのベトナム語教室など体験し
ました。（まだ日本に来て間もないのに平仮名が上手でしたね。）
その他、協会会員様へのお手紙の発送やホームステイに来る留学生を受
け入れるホストファミリー募集のポスター作成など事務的なお仕事もこなしてもらいました。

【お仕事体験での感想】

＊２日目、３日目の活動について
・コインの分別をもっとしたかった。面白かった。
ポスター作りは、これを見てくれて来てくれたら
いいなあと思いました。
・中国やベトナムの人と話したり、その国の言葉を
教えてもらったりして外国にもっと興味を持てま
した。めったに話す機会はないので良かった。
他の国の言葉も知りたいです。
＊一番心に残っている活動は？
・ＪＩＣＡ見学。展示品の準備が楽しかったです。
・様々な国の文化、言語を学んだ事。

＊活動に来る前に持っていた印象
・色んな方と触れ合える場所
・外国の方と話したりするところ
＊ＪＩＣＡ訪問について
・フィジーのことについて教えて
下さったり、トルコ料理を食べ
たりしてとても楽しかった。
・青年海外協力隊について知るこ
とが出来た。

稲美町国際交流協会
団体・法人会員 （順不同）
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桝本建築設計事務所
NOBBY FARM
医療法人社団 奉志会
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ヒシゲ
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（ブラジル）（ベラルーシ）
（ハンガリー）
（ポーランド）（ミャンマー）（ベトナム） （モンゴル） （インド）

カフェテラス花の樹
松田測量登記事務所
印南養鶏農業協同組合
㈲コレクト
天理教加古大教会
広田鉄工㈱
インド・ネパールダイニング ヴィレッジ
いなみマイマイ工房
パン・ド・ミ
辨慶（べんけい）
稲美町老人クラブ連合会

国際交流協会は稲美町に在住する外国人の方々との
交流・支援や青少年の海外交流事業の推進など、稲美
町の国際交流の発展を支援する団体です。
協会の趣旨にご賛同いただき、ご支援くださいまして
ありがとうございます。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

協会のホームページをご存じですか？

各イベントの情報やカメルーン・マレーシアからの現
地通信など掲載しています。是非覗いてみてください！
“いなみ野の里”
ホームステイ事業
を無事に終えることができてほっと一
息。これもひとえに各方面の皆様のご協力あってのことと、心
より感謝申し上げます。幅広い年代の方との交流を彼らは大
変喜んでくれます。留学生が学んでいる大阪大学の岩井教
授が様子を見学に来られた時、
「こんなに楽しそうな学生た
ちを見たことがない」と大変驚かれていました。母国を離れ
慣れない地で一生懸命勉学に励んでいる留学生に、少しで
も安らぎの時間を持ってもらえたならとてもうれしく思いま
す。来年はホストファミリーしてみませんか。

８ヵ国８人の留学生がやってきました。
８月６日（土）から９日間、

稲美町で楽しい時間を過ごしました。
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おいしい和菓子とお抹茶を頂きながら、近隣在住
外国人との交流を楽しみませんか？
開催日時：2016年10月23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（小学校低学年以下は保護者同伴）
参 加 費：会員100円 非会員300円 子ども100円
申込期間：10/3（月）～10/14（金）まで

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

今後のイベント

 神戸大學留学生とティーパーティ

～神戸大学留学生を招いて様々な国の
文化・ライフスタイルに触れましょう～

と

き：2016年11月12日
（土）、
13日（日）のいずれか
13：30～15：30（受付13：10～）
ところ：いきがい創造センター ワーキングスペース
定 員：先着20人 参加費：会員100円 非会員300円
＊日程が決定次第、協会ホームページにてお知らせします！

 ワインを楽しむ「ワインを知ろう」
～ワイン好きの方、必見！～

講師にシニアソムリエを迎えて各国のワインの特徴や
楽しみ方を教えてもらいます。
と き：2016年12月３日
（土）
18：00～20：00（受付17：30～）
ところ：稲美町役場４階コミュニティセンターホール
定 員：先着20人
参加費：会員2,000円 非会員3,000円 成人のみ
＊詳しくは稲美町広報11月号、もしくは協会ホームページにて！

 2017 ニューイヤーパーティ
と

き：2017年１月22日
（日）
13：30～16：00（受付13：00）
ところ：稲美町役場４階コミュニティセンターホール

２月
外国料理教室
３月
中国絵画交流
＊詳しくは協会ホームページ又は稲美町広報にてお知らせします。

【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～金曜日 10:00～13：00（不定休）
☎（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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8月10日
（水）

8月10日

ふれあい交流会

留学生の考えた自国のクイズで楽しみました。
民族衣裳も披露しました。
★ヒシゲ
自分の国について、皆さんの前で紹介してなんとなく特別な感じがした。
テーブルの周りのお客様に色々な質問を聞かれてよくコミュニケーション
が出来た。楽しく過ごした２時間は短かったけど本当にうれしかった。
★日本という国に興味を持ち、海を渡ってやってきてくれた人がこんなに
いることがうれしいです。
★とても楽しかったです！今日１日でたくさんの国に行ったような気分にな
りました。また参加したいです。

（水）

8月8日

町めぐりツアー

加古大池、高薗寺、にじいろふぁ～みん、コスモホールに
行きました。昼食は役場の方々と一緒に食べました。
★イン
様々な生物が生息している加古大池に行くことができて、よかったと思い
ます。自然に恵まれて、風景は美しいので、気持ちのいいところだと思いま
す。そして高薗寺で日本の習慣や文化について教えてもらい、勉強になり
ました。にじいろふぁーみんというスーパーで稲美町の特産、食品などにつ
いて説明してもらい興味深かったです。

対面式・歓迎会

★ユン
車を降りたときに、多くの人が迎えに行って
下さり、本当に感動しました。そして子供たち
の演奏がすばらしかったです。

お別れ会
また来てね!!

★ジェシカ
姫路城へ初めて行きました。美しいのはもちろん城の歴史につ
いて学ぶことが出来、ただ
「きれい」
で終わりませんでした。こ
れからも日本各地の城を巡ってみたいです。

★船岡八千代
孫のような世代の学生との交流で下宿している孫と重なって
楽しみました。将来、世界平和になることを信じました。
★岡田美恵子
うまくいけばいいと心配していましたが、楽しく会話もできて
絵もうまく描くことが出来て良かったかなと思いました。

対面式

★サヒール
老人クラブ交流は楽しかったです。老人クラブで絵を描きました。いろいろ
なゲームもしました。いっぱいお土産ももらいました。国のしょうかいも話
してあげました。

（月）

８月6日（土）

歓迎会

老人クラブの皆さんに扇子の絵付けを教わり、
手作りのおみやげもたくさんいただきました。

8月8日

フリータイム

老人クラブ交流

小学生交流

中学生交流

（火）

８月９日（火） ８月８日（月） ８月７日（日）
老人クラブ
交流

世界遺産の美しいお城に感激。
歴史も学びました。

8月9日

町めぐり
ツアー

姫路城

８月10日（水）

ふれあい
交流会

（木）

８月11日（木）
フリータイム
（オプション）

★オリガ 高校生との交流がとても面白かったです！お茶をたててもらったり花を活
けたりするのが人生でほぼ初めてでした。とても貴重な体験になりました。
★２年男子(生徒会) 「ぼうずめくり」
と
「かき氷」
を楽しんでいただいてありがとうご
ざいました。皆さんの母国に行ってみたいと思っています。僕は海外が好きなので今
回の体験は良い刺激になりました。
★１年女子（邦楽部） 外国の方とたくさん触れあえて楽しかったです。自分が当たり
前のことでも外国の方にはわからないことがたくさんあるんだと学びました。
★２年女子（ESS・書道部） 華道や茶道を楽しんでもらってすごくよかったです。日本
語が流暢でびっくりしました。これからも日本語の勉強頑張ってください。私も刺激を
受けたので英語の勉強を頑張ろうと思いました。

8月11日

天満南小学校６年生の皆さんと昔遊びや
和楽器の演奏を楽しみました
★マル
子どもが大好きですので、
とても楽しみにしていました。様々な遊びを体験
でき、面白かったです。子供たちが心を込めて作ってくれたうちわをもらい
感動しました。

（土）

★６年男子
初めて外国の方と交流できて貴重な体験が出来て良かったで
す。和楽器でコラボが出来て日本の文化を紹介することが出
来ました。楽しかったです。

姫路城

東播磨高校で、坊主めくりかき氷、
茶道、華道、お琴などいろいろ体験
しました。

姫路城オプショナルツアー
高校生交流

（金）

８月12日（金）
高校生交流

フリータイム

お別れ会

8月12日

８月13日（土）

8月6日

小学生交流

★６年女子
日本の文化を留学生も学べたと思うし、自分たちも改めて楽しめてよかっ
たです。留学生はみんな笑顔で自分たちも笑顔になれたので、交流するこ
とはすごく大事なことというのが分かりました。できなかったこともできる
ようになってうれしい気持ちでいっぱいです。

★20代役場職員
短い時間でしたが、年代が近い異
文化の方々と接する貴重な体験が
でき良かったと思います。少しでも
多く稲美町の事を知ってもらい、
ま
た訪れたいと思ってもらえるよう
になればいいなと思います。

８月14日（日）

（月）

中学生交流
稲美北中学校生徒会の皆さんと
書道やたこ焼きを楽しみました。

★ビッキー
中学生さんとの交流で一番楽しかったのはたこ焼きパーティです。いっ
しょになかよく料理を作ったり食べたりするのが最高の経験です。

★３年男子
今日の留学生交流で外国の方と話すことは緊張したけどしゃべれたときは
とても嬉しかったです。習字体験では留学生のみんなの方がとても上手だ
ったので驚きました。たこ焼き体験では楽しんでもらえたので良かったで
す。またこんな機会があれば参加したいです。
★３年女子
初めて外国の方と交流をしました。もともと外国に興味があったのでとて
も楽しみにしていました。実際に会ってみて、色々な国のじゃんけんの仕方
や食文化について知ることが出来て面白かったです。次はもっと英語を話
せるように勉強して私たちが留学できるようにしたいです。
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ふれあい交流“いなみ野の里”を体験して

ビッキー（ハンガリー）
一生忘れられない経験

稲美での９日間はみなさんのおかげで本当に楽しく
すごすことができました。一番お世話になったホスト
ファミリーをはじめて、大切なお時間を犠牲にして私
たち留学生の世話をしていただいたみなさんに心から
感謝を申し上げます。
この９日間は勉強ばかりの毎
日でした。しかも「いなみ野の
里」のプログラムでないと経験
することができないものは数多
くあります。
小、中、高の学生さんたちや
老人クラブのメンバーなど地域
社会の方々と一緒に楽しくおし
ゃべりをしながら日本文化を享
受するのが一生忘れられない経験です。
稲美町のボランティアのみなさん、長く続けている
留学生の勉強を支えていただく活動をどうか今後もど
うぞ宜しくお願い致します。

マル（ポーランド）
ふれあい交流“いなみ野の里”

ホームステイプログラムを通して日本についての知
識が深まってきたばかりか、非常に貴重な思い出を作
ることができました。あまりにも楽しくて、気がつか
ないうちに経った一週間という短い間でしたが、一生
忘れられない時間となりました。
稲美町の皆さんへ。親切なおもてなし心より感謝申
し上げます。とても有意義な時間ありがとうございま
した。

植田ファミリー

楽しかったホームステイ

今年はハンガリーからの留学生ビッキーさんでした。
かわいくて、礼儀正しく、やさしい人でした。日本の
伝統と文化に関心があり、たくさん学ぼうといろんな
質問をしてくれましたが、なかなか全部うまく説明で
きなかったです。
さっそく、地元の盆踊りに浴衣を着
せてあげて皆いっしょに行きました。
浴衣を着たのは初めてで嬉しそうでし
た。
また、料理は和食が好きだというこ
とで、お好み焼き、手巻きずしなど皆
で作り、おいしく頂きました。
今回も孫の希望によりホストファミ
リーを受け入れて大家族になり、めま
ぐるしい毎日でしたが、家族の絆が深まり本当に有意
義でした。
ビッキーさん来てくれてありがとう。目標に向かっ
て頑張って下さい。応援しています。機会があればぜ
ひまた来て下さい。（植田 厚子）

鎌田ファミリー
マルちゃん、ありがとう

好奇心旺盛な我家に来てくれたのは、動物とＪロッ
クが好きで、関西弁がとても上手なポーランド出身の
マルちゃんでした。大丈夫かな？不安だらけでしたが、
実際にお会いすると、控え目ながらも日本語が上手で
聡明。よかった～一安心。楽しくなりそう♪と、テン
ションが上がりました。神戸どうぶつ王国では迫力満
点のバードショー、カピバラや珍しい動物と触れ合い
共に癒されました。一番驚いた事は、舞
子海上プロムナードからの景色を楽しん
でる時に見つけた砂浜に行きたいと言わ
れた事。何の準備もなく砂浜に行きまし
たが、海で楽しそうにはしゃいでる様子
や笑顔を見て、子どもの様で本当にかわ
いかった。「動物は人を傷つけないから
好き。」と言ったマルちゃん。私達もマ
ルちゃんを傷つけないし、この出会いに
とても感謝しています。我家に来てくれ
てありがとう。是非又遊びに来てね。
（鎌田 めぐみ）
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PART1

梶山ファミリー

初めてのホストファミリー

今年リオ五輪で注目を集めたブラジルから飛行機で
約25時間かけてやってきたジェシカ。とっても礼儀正
しく明るい17歳の女の子です。家に来てからは毎晩リ
ビングでオリンピックの観戦をしながらた
くさん話をするのが楽しみでした。ブラジ
ルの食べ物や学校の様子について流暢な日
本語で教えてくれ、お土産として持ってき
てくれたマテ茶をみんなで飲んだのも素敵
な思い出です。ジェシカのおかげで本当に
楽しい９日間でした。またいつでも帰って
きてね！。（梶山 あかり）

ジェシカ（ブラジル）
ふれあい交流“いなみ野の里”

稲美町での９日間はあっという間に過ぎ、無事に交
流を終えることができました。９日間で経験したこと
や学んだことは、日本にいる間だけでなく、自分の国、
ブラジルに戻っても忘れません。私を受け
入れてくださった梶山家をはじめ、稲美町
の皆さんには感謝しきれないほどいい思い
出ができました。日本には５年間いる予定
ですので、勉強を頑張って、また稲美町に
来れることを楽しみにしています。一生の
夏の思い出ができました！本当にありがと
うございました！

中谷ファミリー
Dorjderem Khishigjargal（ドルジデレム・ヒシグジャンガル）という女の子

今年はモンゴル国立大学で、日本語と日本文化を専攻している
Hishigee（ヒシゲ）が我が家にやってきました。
モンゴル国の事、日本での生活や来日してビックリした事等を
流暢な日本語で喋ってくれました。そして、両親の話になった時
に、彼女の目から涙がポロリ。１年間近く家族に会っていないの
で、色んな事を思い出したのでしょう。家族、特に両親に対する
愛情は、我々日本人が考えている以上にその想いも強く、彼女も
また両親への感謝の言葉が何度も口を衝いて出てきました。そし
て、自分の進路について聞いてみると、大学を卒業した後２年間
は働き、その後大学院に進みたいという目標があるとの事。「な
ぜ、そのまま進学しないの？」と聞けば、モンゴル国の首都、ウ
ランバートルに家族が一緒に住む家を買いたいと言い、そのため、
両親だけに負担を掛けられないという返答でした。なんか、こん
な話を聞くだけで、こちらが「ウルウル」となってきます。初日
の夜、Hishigeeと私達夫婦の３人で結構長くお喋りをしたので、
アッという間に時間も過ぎていきました。
二日目は、兵庫県但東町にある「日本・モンゴル民族博物館」
に出かけてきました。異国で体験する自国の展示物や民族衣装に
触れることができて、結構、喜んでくれたと思っています。その
後のホームステイ・プログラムにも参加し、嬉々とした顔で帰宅
する毎日で、その頃には、私達もまったく“自分の
娘”と生活しているような感じになりました。
Hishigeeへ……日本のお父さんが、ずっとHishigeeに言い続けていた事を覚えてる？『あなたとの
交流は、今日が終わりではなくて、今日からスター
トするよ！でもね、お互いが少しだけ努力しないと
すぐに終わってしまうよ』（中谷 直之）

ヒシゲ（モンゴル）
アリガトウ“稲美町”

2016年ふれあい交流“いなみ野の里”
の交流活動に参加させていただいて本当に
心が100％満足である。この100％満足の
意を日本語で、モンゴル語で、どんな言語
でも「コトバ」で表するのは大切だけど本
当にありがとうございました。暖かい家族
と毎日、幸せな日々を過ごしてまるで21年
間一緒に住んでいたように仲良くできた。
いつも、えんりょなく、お互いに話してく
れたお父さん、お母さんありがとう。一緒
に過ごしたこの９日間を一生忘れずに心に
残したいと思う。稲美町の皆さんにも感謝
している。私たち（留学生）にニッポンと
いう国についてがんばって紹介してくれた
ため、私達も今日の勉強のために毎日がん
ばりたい。いつも、日本国へ留学生として
受け入れてもらうだけでなくモンゴルへも
国際交流する日本人が来られるように未来
の仕事をもっとがんばりたいと思う。皆さ
んとこれからも連絡して国際交流を続けま
しょう。稲美町ありがと
う。
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ふれあい交流“いなみ野の里”を体験して
西川ファミリー

オリガ（ベラルーシ）
ふれあい交流“いなみ野の里”

このプログラムで素敵な９日間を稲美町で過ごさせ
ていただきました。交流会のみなさんのおかげで初め
ての体験をたくさんさせていただきました。全部とて
も印象的でした。
ホストファミリーの方々には本当にお世話になりま
した。実の家族の一人のように受け入れてくださって、
感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござ
いました!
このホームステイプログラムが
とても大切な経験になりました。
忘れられない思い出がたくさんで
きました。このプログラムで経験
させてもらったことの思い出を今
後も大事にしたいと思います。
稲美町のみなさん、本当にあり
がとうございました！

いなみ野の里

いなみ町はいなかな所です。日本でにぎやかな所へ
行きましたがいなかな所へ行かなかった。
いなみ町でいろいろなことをしました。かんげい式
典の時、子供たちはとてもいい出演をしました。小学
校と中学校と高校行きました。小学生と中学生と高校
生と会った。小学生はとてもかっこいいです。アニメ
のような日本語よく使います。
いなみ町の見物はとても楽しかったです。池とお寺
へ行った。経験はとてもおも
しろかったです。家族はとて
もやさしいです。

クイズに挑戦
わーるどクイズ

初めてのホームステイ

私たち稲美町民と海外からの留学生が９日間を過ご
す素晴らしいプログラムでした。個人では絶対に知り
合えることができない、将来国を背負って活躍するよ
うな未来ある若者と時間を共有できるこの国際交流は
ホストファミリーにとっても留学生にとってもかけが
えのない良い機会だったと思います。
国際交流協会は小中高生や老人会との交流、姫路城
見学等、様々な行事を用意して留
学生をもてなしてくれます。ホス
トファミリーに興味はあっても、
まだ一度も参加したことのない人
もぜひ一度体験してもらいたいで
す。有意義な夏休みになることま
ちがいなしです。（西川 茂美）

我が家にミャンマーから謙虚で気が利くおとなしい
インちゃんが来てくれました。喋るのは緊張してあま
り自信がないというインちゃんでしたが、話しかけて
も丁寧な日本語で答えてくれ言葉の壁は感じませんで
した。お出かけも楽しんでくれました。BBQの時おに
ぎりを作ってもらったのですが、はじめてだったよう
です。別れの時、子どもは大号泣。インちゃんに会い
にミャンマーに行くと言
ってるので、その時はイ
ンちゃん宜しくねっ!!
（中川 麻莉）

宮本ファミリー

竹元ファミリー

サヒール君との９日間

ユンちゃんとの夏休み

我が家にホームステイしたのは、20歳のインド人学
生サヒール君でした。サヒール君は、日本の美しさに
魅かれて日本留学を決めたとのことで、ホームステイ
の間も一生懸命に日本語の勉強をしていました。
彼は、お城等の伝統的な建造物には全く興味がない
ようでしたが、近くにある工場の見学や、花火大会の
日に交通整理のボランティアをするお父さんの手伝い
をしたいと切望し、花火大会の日はお父さんのユニホ
ームを借りて、真剣に交通整理を
していました。また、よく遊んで
くれたサヒール君が帰ってしまっ
たことを知った孫が泣きべそをか
くようなこともありました。
私達はいつ迄もサヒール君の事
を忘れないと思います。
（宮本 純子）

①モンゴルの伝統的民族衣装の名前は？
１ デン
２ デール
３ モン

②ハンガリーを象徴する動物は？
１ ライオン
２ ワシ
３
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中川ファミリー

素晴らしいプログラム

サヒール（インド）
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３年前、初めてホストファミリーをした我が家にタ
イの留学生のお兄ちゃんができました。「今度はお姉
ちゃんが欲しいな」と言う娘の願いを叶えてくれたの
がベトナムのユンちゃんでした。
とても優しく、可愛い笑顔が印象的なユン
ちゃんと子どもたちはすぐに仲良くなりまし
た。出かける時には手を繋ぎ、家でも一緒に
カードゲーム等で遊んで楽しく過ごしました。
娘と同じ８月が誕生日だったので、誕生日
会をした時には一緒にケーキを焼き、美味し
いベトナムの揚げ春巻きを作ってくれました。
毎晩主人と３人でベトナムのことや日本のことにつ
いて色々話した時間は私たち夫婦にとって大切な思い
出です。
ユンちゃんと過ごした９日間はあっという間に過ぎ
てしまいましたが、我が家にとって最高の夏休みにな
りました。（竹元 智美）

トラ

イン（ミャンマー）
貴重な体験

私は怖がり屋、そして、コミュニケーションを取る
ことが苦手です。そのため、ホームステイプログラム
が私の性質に向いていないと自覚し、最初はとても心
配しました。しかし、歓迎会で初めてホストファミリ
ーと稲美町の人々と触れあい、優しさや親近感などが
感じられて、不安や心配が完全に取り除かれました。
稲美町の人々に手厚いもてなしをもらい、様々な行事
に参加したり、ホストファミリーと一緒
に遊びに行ったりして、この９日間はと
ても充実して楽しかったです。そして、
日本の伝統的文化や風俗習慣なども体験
でき、勉強になりました。稲美町にいる
のは瞬く間ですが、忘れられない楽しい
思い出が多くできました。このような幸
せな体験ができて、本当に心から感謝し
ています。

ユン（ベトナム）
一生忘れられない稲美町での体験

ふれあい交流“いなみ野の里”に参加したきっかけ
で、日本の小学校、中学校、高校を見学できたり、日
本の伝統的なゲームや茶道や生け花などを体験できま
した。そして、交流活動をとおし
て、稲美町に住んでいる人のやさ
しさ、親切さがわかりました。ま
た、町めぐりによって、稲美町の
美しい景色を鑑賞できました。
最もよかったのは、ホームステ
イプログラムです。ホストファミ
リーの家に泊まって、家族メンバーとして、日本の日
常生活を体験できて、非常によかったです。日本に留
学していても、日本人の家に泊まるのは難しいことな
ので、このような機会をもらって、うれしいです。
短い９日間ですが、日本文化を学べて、色々な人と
交流できて、一生忘れられない思い出が出来ました。

③ブラジルの国旗は、緑は自然を、ひし形は宝石を、円は秩序や進歩を表しているそうです。
では、27個の星は何を表しているでしょうか？
１ 26の州と首都
２ ブラジルでは27は縁起のいい数字
３ ポルトガル人の探検家が27人でブラジルを発見した
答えは最終ページ左下にあります。

