
☎（０７９）４９２-1212（内線102）　FAX（079）492-5162　http://www.inami-international-a.com/　E-mail ： inami-kokusaikoryu@train.ocn.ne.jp
【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 9:00～12,：00（不定休）

第50号
2018. 3. 1

4

　歳月はいやおうなく過ぎ、
「わーるど」の発行も今年度

最終版となりました。庁舎の耐震工事の関係で、行
事を行う会場確保に苦労しましたが、そのお蔭で理
事がこのような状況でも、何とか例年通りの行事を
行いたいとの思いで取り組みました。最近、小さな
お子様のおられるご家族がホストファミリーを引き
受けていただき、この稲美町にも徐々に国際化が進
んでいるように思います。町民の方々にも、是非国
際交流の行事に参加いただき、お互いの国を理解し
ていただきたいと思います。
　最後に、１年間国際交流にご協力いただいたい皆
様にお礼申し上げます。（Y)

※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
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各国の文化を遊びで体験しませんか？ 
兵庫県国際交流協会の交流員の方々（オーストラリ
ア・アメリカ・中国出身）が来てくれますよ。
日　時：平成30年３月21日(水・祝）
　　　　10：00～11：30
場　所：いきがい創造センター２階ホール
参加費：会員無料　非会員　100円
持ち物：お茶など
定　員：30名　＊定員になり次第締め切ります。

・ 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

（同居）
～

　稲美町での国際交流をはかるため、稲美町国際交
流協会の会員を募集します。多くの方に加入してい
ただき、お互いの国際理解を深めて頂きたいと思い
ます。
　会員の皆様には、各種イベントのご案内、イベン
ト参加費の割引などの特典があります。

会 員 募 集会 員 募 集

平成29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㈱
兵庫南農業協同組合天満支店
上野鋼業㈱
桝本建築設計事務所
六甲バター㈱稲美工場
㈱アシス　
医療法人　奉仕会
印南養鶏農業協同組合
㈱稲美乳販
広田鉄工㈱
三美塗装㈱
㈱マルオ洋品店
松田測量登記事務所

　また２９年度法人会員に辰巳歯科医院様にご入会
いただきました。ありがとうございます。　
　来年度も引き続いて、ご支援、ご協力賜りますよ
う、よろしくお願い致します。

　１月21日（日）、いきがい創造センターホールで、新春ふれあい交流会を開催しまし
た。本年度は、耐震工事の為に、コミュニティーホールを使用することが出来ませんで
した。当日は小春日和で暖かく、開催には最高の日でした。
　町長・来賓の皆様、ALTの先生、外国からの在住の人々、ボランティアの生徒、町民の
皆さまと子供達等、沢山の参加者で開催することが出来ました。特にボランティアでお
手伝いしていただいた、稲美北中学の生徒会、またトライやるに参加した学生の皆さま
による会場設定をはじめ、さまざまなお手伝いのお蔭で、運営もスムーズにいきまし
た。皆さま本当に有り難うございました。
　オープニングは東播磨高校の邦楽部の皆さまによる、滝廉太郎の〈花〉をモチーフに
した（花変奏曲）で幕が開き、セカンドステージは（お江戸日本橋）（さくら）（かぞ
えうた）（荒城の月）の４曲をメロディーで綴った（ことうた）の演奏で、イベントを
盛り上げて頂きました。
　持ちよりのお菓子などをいただきながらの歓談の間に、外国から来られた方々の自己
紹介、手作りのゲーム（福笑い）、稲美町を題材にしたすごろくゲームには、来賓の皆
さま、子供たちにも積極的に参加していただき、大いに盛り上がることが出来ました。
昔ゲームの特設コーナー（お手玉、駒、ケン玉）でも、時間の許す限り子供たちも楽し
んでいました。協会では今年も様々な行事を通して、皆様の国際交流のお手伝いができ
ればとの思いで、活動しています。これからも皆様の参加をお待ちしています。

【わーるどクイズの答え】‘真珠’街はヨーロッパで２番目に長いドナウ川の両岸にまたがり、「ドナウの真珠」とも
「ドナウのバラ」と呼ばれ、世界遺産にも登録されています。

平成30年度 今後 行事予定
3月21日（水・祝） 子どもインターナショナルディ
4月22日（日） 稲美町国際交流協会総会
5月  ３日（木・祝） ふれあいまつり出店
6月 トライやる受入れ
8月  ７日（火） ホームスティ事業
  ～12日（日） ふれあい交流「いなみ野の里」
9月 国際交流茶会
10月 子どもインターナショナルキャンプ
※イベントは事情により、変更することがあります。

子どもインターナショナルディ

協会からのお知らせ

小学生限定

2018 新春ふれあい交流会
㈱コカジ技研
いなみマイマイ工房
㈱モリ
NOBBY FARM
稲美町老人クラブ連合会
天理教加古大教会
赤松機器工業㈱
台湾料理　順記
イナミスポーツ
インド・ネパールダイニングビレッジ
パン・ド・ミ
明光印刷㈱

「これって、英語でどういうの」日常に役立つ基本的な
英会話です。年に数回色んな国からゲスト講師を招い
ています。一緒に学び、おしゃべりしませんか？
日時：2018年４月～2019年３月（１年間）
　　　＊８月は休み
　　　毎週火曜日
　　　19：30～21：00
場所：稲美町役場新館４階
　　　会議室
月謝：３ヶ月分前納
　　　6,000円
　　　（１年間22,000円）

基礎英会話教室　生徒募集新

　中国天津市武清区の「揚村第八小学校」の子ども
たちが書いてくれた絵を役場ホ
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34回目になり
ます。
　展示期間：３月19日まで
　　　　　　役場１Fホール

絵 画 交 流

昨年の様子

見に来てください！

参加者
募集

～ゲスト講師を招いて～
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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

クイズに挑戦
ハンガリーの首都ブダペストは、街並みの美しさがある宝石によくたとえられ
ます。 答えは最終ページ右下にあります。

わーるど
クイズ

東播磨高等学校
邦楽部の演奏

色んな国のお菓子が
ありました。

今年のテーマ「お月見」 初めてのお抹茶体験

フランス出身のエーバンさん パキスタン出身のニサさん

稲美町すごろく 昔遊びコーナー福笑い

参加者感想
・琴の音色で気持ちよくスタートして、ゲームも楽しかったです。お

菓子でお腹が一杯になりました。
・すごろくや福笑いや昔遊びもあり、子どもも楽しめて良かったです。
・今年は場所も違って、内容もガラッと違って今までとはまた違う楽

しさがありました。すごろくや福笑いなど日本ならではのゲームも
改めて楽しいものだと再確認です。

・子どもたちが触れ合えるようにと思ってきましたが、肝心な子ども
たちは恥ずかしがって話せませんでした。それでも様々な国の方が
その場にいて、いろんな言葉が聞こえてくる環境は素敵だと思いま
した。

・I had lots of fun today. Listening to the Koto performance 
was nice and I could talk with lots of people.

　10月１日（日）加古川
少年自然の家にて快晴の下、
播磨町国際交流協会・高砂
市国際交流協会との共催で
子どもインターナショナル
キャンプが開催されました。
稲美町からは13名の子ど
もたちが参加し、総勢58
名もの子どもたちが、ボラ
ンティア英語教師と共に、
英語でゲームをしたり、料
理をして楽しみました。
　当日は兵庫大学・東播磨
高校・農業高校の学生たち
もボランティアでお手伝い
に来てくれました。お昼に
は、みんなで野菜豆カレー
を作りました。初めて‘は
んごう’でご飯を炊く子ど
もも多く、自分たちで火を
おこしたり、包丁で野菜を
切ったりと、楽しい経験が
いっぱいでした。

神戸大學留学生とティーパーティー

　９月24日（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。今年はラオス、
ベトナム、ニュージーランド、オーストラリアの方
を含む24名に参加頂きました。「お月見」をテーマ
にしたお茶会とお茶点て体験を通じ、和やかな雰囲
気の中、それぞれ異文化交流を楽しまれました。

広い芝生いっぱいで遊びました！

野菜まめカレー 飯ごうすいさん みんなでポーズ！

学生ボランティアの皆さんです。

• インドカレーがおいしかった。ラッシーは飲んだことがなかったけど、すごくおいしかった。えいごでゲームをしたときは
すっごく楽しかった。来年も来たいなあとおもいました。アスレチックもつぎあったらしたいです。

• カレーはとても美味しく出来たので、うれしかったです。英語ゲームはわからない問題が出たけど、おもしろかったです。
葉や木の棒などをつかってお絵かきをするのは、はじめは何にしようかなあと思っていたけど、かわいく出来てよかった
です。今日は楽しい日になりました。

• はじめのゲームはすっごくおもしろかった。はじめはいやーやりたくないという感じだったけど、やってみたら「次はな
に？もっとやりたい」と思えるようになりました。皆で作ったカレーも美味しかったです（ラッシー大好き）アスレチック
が出来なくてとても残念だったけど。はっぱを紙にするのがおもしろかったので、良かったと思いました。

子どもインターナショナルキャンプ
（10月１日）

国際交流茶会子どもたちの感想

新春ふれあい交流会　2018

（９月23日）

　11/19(日)、いきがい創造センターにてティーパー
ティーを開催しました。神戸大学留学生のフランス人
エーバンさんとパキスタン人ニサさんをお招きし、各
国の紹介をして頂きました。各国紹介が終わった後
は、参加者22名の皆さんそれぞれ留学生のお二人と
積極的に交流を楽しまれていました。異文化への興味
を更に深めて頂くきっかけになれば嬉しいです。

（11月19日）

「今、一生懸命練習しています。」
　講師を依頼した兵庫県国際交流員の張
敏恒さんからのメールで彼の素敵な人柄が
あらわれている一文です。
　当日は、親子８組を含む総勢27名がＪＡ
のにじいろふぁーみんキッチンスタジオで
張さんが普段作っている青椒炒肉、マーボ
ー豆腐、西米（タピオカ）のデザートを調
理しました。なじみの深いメニューですが
本場の作り方で想像以上のお味になって
びっくり。中国語や食文化のことも聞くこ
とができ、また張さんには日本のお菓子
（うぐいす餅等）を紹介して楽しくおいし
い料理教室となりました。

限りなくいい人だった張さん～親子外国料理教室～
　平成17年11月10日（金）に日本語講師支
援事業の一環として「日本語講師第１回意見
交換研修会」を開催しました。
　今までは県登録の講師に来ていただき研修
をしていましたが、今年は現在稲美町で活躍
中の日本語講師のみの参加で開催しました。
状況報告の後、指導法など活発に意見交換し
ながら有意義な時
間を過ごしました。
今後も毎年開催し、
講師のレベルアッ
プに貢献していき
たいと思います。

日本語講師支援事業 （２月４日）


