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アフリカ南東部のマラウイについて
参加者募集
知ろう！学ぼう！
日
場

第47号

2017. 3. 1

時：平成29年３月19日(日）10：00～13：00
所：いきがい創造センターの調理室
ワーキングスペース
参加費：会員・高校生以下 無料 一般 100円
定 員：20名
受付期間：３月1日（水）～3月15日(水）
※兵庫県立農業高等学校の生徒が「マラウイ共和
国の栄養改善」の研究に取り組み、考案したパン
２種類とマラウイの主食「シマ」を調理。マラウ
イ共和国のお話や懇談会もあります。

平成２9年度 稲美町国際交流協会

「異文化を楽しむ会」
「総会」
を開催します
日

ニーソン先生と中国語を勉強してみませんか？

初級中国語講座
４月からの受講生を募集しています。
＊初心者対象です。
日 時：毎週木曜日（月４回）
19：30～21：00
場 所：いきがい創造センター１Ｆ
講 師：ニーソン先生
受講料：３ヶ月（12回）6000円
協会までお問い合わせください。
＊ボランティア日本語教師募集＊
日本語講師の経験のある方。

＊不要になった「小学１年生のこくごの教科書」募集＊

2017 New Year Party
１月22日㈰、コミュニティーホールにて、ニューイヤーパーティーを開催しました。
肌寒い中、町長をはじめ、来賓の皆様、ALTの先生方、ホームステイ事業に参加した学生、稲美在住の海
外の方々や、町民の皆さんの参加をいただき、楽しいひと時を過ごしました。
オープニングは、東播磨高校の邦楽部の皆様による箏曲（未来花）の演奏で始まり、セカンドステージ
は、日本楽器に興味を持たれた、同校のALTの先生も加わって、アニメ（ジブリ）の中から、メドレーで２
曲を演奏していただきました。会場は新年に相応しい厳かで非常に良い雰囲気に包まれました。
後半は稲美町をベースに活躍されている、津軽三味線（愛山会）の皆様による素晴らしい演奏と民謡に、
多くの参加者が耳を傾け、口ずさんでいるようでした。４名の在住ベトナム女性もきれいな振袖を着用し、
抹茶サービスを手伝ってくれました。朝早くから着付をしていた
だいた方々に感謝申し上げます。彼女達も自分の着物姿に感動
し、又会場の雰囲気を一層盛り上げていたようです。この経験は
彼女達にとって一生の思い出になるのではないでしょうか。
稲美中学校生徒会と、昨年のトライやるで参加した稲美北中学
校の学生達が会場設定や、JICAからお借りした民族衣装を着用
し、プレゼントゲームを手伝ってくれました。プレゼントゲーム
開始時の彼等の英語での自己紹介もとてもよかったです。
本年も沢山の行事を予定しています。私たちは、皆様の国際交
流のお手伝いを少しでも出来ればと思っていますので、多くの皆
日本語を勉強中のベトナムの女性が
さんのご参加をお待ちしております。
着物姿でお手伝いしてくれました。

外国の方が日本語を勉強する時に使います。もし不要に
なったものがあれば協会までお持ち頂けたら助かります。

平成29年度行事予定
4月23日（日） 稲美町国際交流協会総会
異文化を楽しむ会
5月3日（水・祝） ふれあい祭り
6月
トライやる受入れ
8月
ふれあい交流 いなみ野の里
9月
子供向けイベント
10月
国際交流茶会
11月
留学生とのティーパーティー
1月
ニューイヤーパーティー
2月
外国料理教室
※イベントは事情により、変更することがあります。
平成28年度最後の「わーる
ど」発行となりました。多く
の方に国際交流の活動を知って頂くために、先ずは
若い方々（中学生、高校生、大学生）に協力をお願
いし、快く引き受けていただきました。新年度も賛
助会員の方々、各種団体のご協力を頂き、イベント
を開催し、より充実した活動をしていきたいと思っ
ております。どうかよろしくお願い致します。

場

時：平成29年４月23日（日）
・総会
13：30～
・異文化を楽しむ会 14：15～15：30
※JICA26年度2次隊カメルーン派遣丸尾大輔氏
による帰国報告会を予定。
（協会のホームページに“カメルーン通信”
を執筆中。）
・異文化を楽しむ会の参加は自由です。
（無料）
申込は事務局まで。
所：コミュニティセンターホール
（役場新館４階）

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、イベント参加費の割引き
などの特典があります。
１口 1,000円
【年会費】 ・個人
・家族
１口 2,000円（同居）
・団体、法人 １口 5,000円 ～
＊ご加入頂ける方は、お手数ですが協会事務局まで
お問い合わせください。

平成28年度

稲美町国際交流協会
団体・法人会員 （順不同）

キング醸造㈱
六甲バター㈱稲美工場
広田鉄工㈱
医療法人社団 奉志会
パン・ド・ミ
カフェテラス花の樹
㈱稲美乳販
赤松機器工業㈱
桝本建築設計事務所
NOBBY FARM
インド・ネパールダイニング ヴィレッジ

稲美町老人クラブ連合会
㈱コカジ技研
植田住地㈱
㈱アシス
松田測量登記事務所
印南養鶏農業協同組合
いなみマイマイ工房
上野鋼業㈱
天理教加古大教会
㈲コレクト
辨慶
（べんけい）

今年度も引き続いて、ご支援ご協力賜わります様
よろしくお願い致します。

【わーるどクイズの答え】実のつき方が似ているから。20世紀に米国でたくさん栽培されて、こう呼ばれるようになった
のが有力説です。世界共通の名前は「シトラス・パラダイス」と言います。
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国際交流茶会

ティーパーティー

10/23（日）、茶道裏千家淡交会東播
支部東播青年部の皆さんにご助力頂き、
万葉の森憩いの館にて国際交流茶会を開
催いたしました。今年はベトナム、イン
ドネシア、アメリカの方を含む31名に参
加頂きました。
「西遊記」がテーマのお茶会とお茶点
体験を通じ、和やかな交流を楽しまれま
した。

11/12（日）18名にご参加頂きティー
パーティーを開催しました。
今回のゲストは神戸大学の留学生でモー
リシャス出身のティエリーさんとベトナム出
身のリンさん。
お二人から各国についての紹介を伺った後、質疑応答をまじ
えながら和気あいあいと楽しい交流の時間を過ごしました。
今まで詳しく知らなかったモーリシャスやベトナムが身近に
感じられ、旅行に行ってみた
くなった、といった感想が聞
かれました。

モーリシャスで人気の紅茶♪

ワ イ ン 講 座

12月３日（土）、コミュニティセンターホールにて多くの方のご協力に
より“世界のワイン講座”を開催しました。当日はシニアソムリエの川尻
氏を講師に招きワインの歴史、世界のどこで生産されてるか・生産量の
多い国は、どんな種類の葡萄を使っているのか、種類、おいしい飲み方
と適温は…といった様々な事をプロジェクターを使って基礎から40分
ほど説明をして頂きました。講演後ソムリエに選んで頂いた生産国の違
った10種類の赤と白のワインをそれぞれ説明していだだき、ワインの
封・コルクの開け方、飲み方の細かいことなどをそれぞれ説明していだ
だきながら、協会の手作りで用意したワインに合う食べ物と試飲して頂
きました。当法人会員様より提供して頂いたチーズ・酒もありで、
「とて
もおいしかった。」
「知識も増えた。」との感想を頂きました。
稲美町は、今のような本格的な国産ワインが初めて作られた地と言わ
れており、歴史上でワインに縁のある町でもあります。葡萄の植えられ
ていた畑の一部は、現在は葡萄園池として綺麗な水をたたえ、稲美町で
も標高85ｍと高いところにあるため、見晴らしも良くて海も橋も見えま
す。
参加者の皆様から“良い”との感想を多く頂きました。ワイン講座第
２回目が開けますよう、国際交流協会への皆様のご協力とご支援をお
願いいたします。
い！
見に来てくださ

絵画交流

中国天津市の「揚村第一小学校」の子どもた
ちが書いてくれた絵や書を役場ホールにて展示
しております。町内の小
学校の児童の作品30点は
中国へ送ります。
この様な絵画交流は今
年で33回目になります。
展示期間：3月15日まで
役場１Fホール

昨年の様子

日本の伝統的な楽器：琴と三味線の演奏
洋楽器とは違った音色はいかがでしたか？

琴の演奏は東播磨高等学校の邦楽部の皆さんです。
今年は愛山会の皆様による津軽三味線の演奏を聴き
昨年の９月から英語講師として来られた先生も参加され ました。迫力のある音色に引き込まれてしまいました。
ました。皆さんも良く知っているジブリ作品の
「さんぽ」 夏の盆踊りでよく耳にする「ドンパン節」もあり、親しみ
「君をのせて」
も琴で演奏してくれ、子どもたちも大喜び やすい曲も演奏していただきました。
でした。

～シニアソムリエの川尻氏の話を
熱心に聞き入っています～
受付の後ろでお抹茶を頂きました。

歓談の様子

稲美中学校・稲美北中学校からボラン
ティアでお手伝いをしてくれました。

ナルキャンプ）
（子どもインターナショ

キャンプを開催しました！
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～ワインに合うオードブルもでました。～

昨年10月１日（土）に加古川少年
自然の家にて「子どもインターナシ
ョナルキャンプ」を開催しました。
今年は猛暑を避けて秋の開催に

参加者の感想

• お酒も料理もおいしかったです。次回もお願い致します。
• ワインもお料理もとても美味しく雰囲気も和やかでとても楽しい
時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。
• 美味しいワインと食事を頂き、とても満足しています。本当に来
てよかったと思いました。
• 知識も増え、美味しいワインを頂けて満足です。
• 料理も手が込んでいて
とても楽しかったです。
ソムリエの方にも色々教
えて頂き良かったです。
新しい人ともお話が出
来て良かったです。
～参加者の皆さん～

なりました。当日は秋晴れのもと

英語での遊び

稲美町・播磨町・高砂市の総勢53
名の子どもたちが、料理をしたり、
英語ゲームを楽しみました。

バーガーと
メニューはハン す。
焼きリンゴで

クイズに挑戦

わーるど
クイズ

ちです。
英語の先生た
ボランティアの

大学生のボラン
ティア
さんたちです。

！
みんなでチーズ

グレープフルーツはグレープ（葡萄）に似てないのに、
なぜグレープフルーツ
と呼ぶのでしょうか？
答えは最終ページ右下にあります。

