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　平成元年（1989年）は、私
達の前身「稲美町国際交流検討

会」が発足した年。以来、25年（1/4世紀）とな
ります。
　当時、日本には約120万人の外国の人達が在留。
Ｈ24年末では、203万人（内、兵庫県には10万
人）の人達が在留しています。
　私達は、身近な生活の中で関わっていきたいと思
います。（M）

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）

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

恒例のホームステイ事業が始まります。

外国人留学生との交流を深めたい、彼ら
にごく普通の日本の生活を体験させてあ
げたいと思っておられる方、是非ご応募
ください。

わずか１週間共に過ごすことで、何事に
も替えがたい感動、発見があるかもしれ
ません。

興味のある方、一度新しいことに挑戦し
てみませんか。

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10日（土）～17日（土）〈8日間〉
10家庭程度
国際交流に関心のある方（初めての家庭大歓迎）

6月27日（木）

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、電話で申し込んでください。電話申
し込みの人には必要書類をお送りします。
（☎079-492-1212（内線102））

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望んでいます。
ホストファミリーの皆さんは外国語が話せなく
てもＯＫ！普段通りの生活の中に受け入れてい
ただくことをお願いします。

今年のふれあい交流“いなみ野の里”スケジュール
８/10
８/11
８/12
８/13

（土）

（日）

（月）

（火）

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

８/14
８/15
８/16
８/17

（水）

（木）

（金）

（土）

オプション
フリータイム
料理教室・ふれあい交流会
お別れ会

※スケジュールは変更することがあります

社団法人茶道裏千家淡交会　東播支部東播青年部　共催

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？

お抹茶を飲んだことがない方も、
どうぞ気軽にご参加ください。

申込みは下記の協会事務局へ

申込みは下記の協会事務局へ

国際交流茶会参加者募集国際交流茶会参加者募集

開催日時：７月14日（日）13：30～15：30
場　　所：稲美町　万葉の森　憩いの館
参 加 費：会員100円　非会員300円
定　　員：先着20名
　　　　　　（小学校低学年以下保護者同伴願います。）

申込期間：６月10日（月）～７月５日（木）

【わーるどクイズ⑦の答え】
　ペナン島　

役員の任務交代
　４月の総会から竹内副会長が藤本理事と交代し、
25年度は藤本副会長が職を務めます。

　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：８月４日（日）　10：00～15：00
　場　所：三木ホースランドパーク
　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
　　　　　　工作・昼食・保険代を含む
　申込期間：６月10日（月）～７月11日（木）

　昨年度未着だった中国天津市武清区楊村第八小学
校からの絵画は３月29日に事務局に届きました。

絵　画　交　流絵　画　交　流

平成24年度  稲美町国際交流協会
　　　　団体・法人会員 （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
有限会社　聖
珈琲館クレヨン
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

田中縫製㈱
㈱アシス
天理教加古大教会
赤松機器工業K.K
上野鋼業K.K
K.Kコスモ
イナミスポーツ
フジワラ
印南養鶏農業協同組合
まねき食品K.K
広田鉄工株式会社
辰己歯科医院
明光印刷㈱

※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

　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。
　また25年度からの新会員にNOBBY FARM様・松
田測量登記事務所様・いなみマイマイ工房様・植田
住地株式会社様にご入会いただきました。ありがと
うございました。

▲稲美ヘルスの会との交流（調理実習）

▲老人クラブとの交流（ぞうり作り）

ホストファミリー感想文より抜粋

＊海外からの留学生をお客様ではなく、大切な
家族として自然に迎え入れることができるよう
になった私達家族の成長も感じることができ
た。（Ｙさん）
＊食後には必ず「おいしかった。ありがと
う。」と言ってくれ、その礼儀正しさに感動。
（Oさん）

“わーるど”編集ボランティア募集！！
協会通信
“わーるど”編集ボランティア募集！！
協会通信

　稲美町国際交流協会では年３回（６月、10月、３
月）に国際交流通信わーるどを発行しています。
　私達と一緒に国際色豊かな広報誌を作ってみませ
んか。ご連絡をお待ちしています。
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2013 稲美ふれあいまつり2013 稲美ふれあいまつり2013 稲美ふれあいまつり

平成25年度　主な行事予定平成25年度　主な行事予定
事 業 内 容 実施時期

平成25年度稲美町国際交流協会総会
第１回異文化理解講座「東南アジア最後の楽園ラオス」
ふれあいまつり出店「キムチチゲ＆おにぎり」
第１回外国料理教室
わーるど36号発行
国際交流茶会　（社）茶道裏千家淡交会東播支部東播青年部との共催
子ども英語サマーキャンプ（播磨町・高砂市との共催）
ふれあい交流“いなみ野の里”ホームステイ
神戸大学留学生との交流
わーるど37号発行
第２回外国料理教室
語学講座　初級中国語講座３ヶ月コース（新）
第２回異文化理解講座「古筝の調べと中国文化」
ニューイヤーパーティー
中国天津市武清区の小学校との絵画交流
わーるど38号発行
他団体視察
兵庫県・市町国際交流団体連絡協議会への参加
語学講座　基礎英会話講座
語学講座　韓国語教室（自主運営）
【その他】
日本語講師支援事業
日本語教室
外国コインボランティア

４／28 実施済み
４／28 実施済み
５／３ 実施済み
５／25 実施済み
６／１
７／14
８／４
８／10～８／17
９月下旬
10／１
10月下旬
10月～12月
11／10
平成26年１月
１月
３／１
日時未定
日時未定
継続中
継続中

５回　10月～２月
通年
通年

※事業内容・実施時期は変更することがあります。

クイズに挑戦 マレーシア随一の観光地で「東洋の真珠」と呼ばれている島は？

答えは最終ページ右下にあります。

わーるど
クイズ⑦

　平成25年度稲美町国際交流協会の総会を、古谷町長、吉岡議
会議長、永富県会議員、南澤老人クラブ会長をお迎えして、４月
28日に開催しました。
　上程議案はすべて承認され、いよいよ新年度がスタートしまし
た。
　また、総会に引き続いて、“東南アジア最後の楽園ラオス”と題
した異文化理解講座を開催しました。稲美町在住のチャンマニさ
ん、マニチャンさんにラオスの民族舞踊を披露していただきまし
た。
　色鮮やかな民族衣装、手指のしなやかな動き、タイ、インドネ
シアの舞踊と似ているようで、どこか違う独特の踊りでした。
　東洋の最後の楽園と言われるラオス、国名は知っていても、まだまだ知らないことの多い国です。
　参加者は、２年間ラオスに滞在されたことのある姫路市出身の毛利さんによる細やかな映像解
説に熱心に耳を傾けられ、ラオスがより身近な国になったように思います。
　最後にお二人の指導で出席者一同祝賀行事の時に必ず踊るという民族舞踊に挑戦しました。
手の動きの複雑さに皆四苦八苦しながらもラオスの異文化を体験する良い機会となりました。

総会・異文化理解講座

 毎年、好評をいただいている稲美町国際交流協会名物「キムチチ
ゲ＆おにぎり」を、今年も５月３日（祝・金）、稲美ふれあいまつり
の模擬店に出店しました。
　肌寒さが功を奏し、例年より50食多い250食をお昼過ぎには完
売しました。多いときには30名ぐらいのお客様が列をなし、調理
が間に合わなくなるほどでした。お待ちいただいたお客様にはご迷
惑をお掛けしました。それでも、「あ～、体が温まったわ～」や
「おいしかったよ」と声を掛けていただき、私たちもその声で心が
温まりました。
　また、今年もフィリピンのブレスレットを販売し、準備していた
30セットを完売しました。購入者は、それぞれオリジナルのブレ

スレットを熱心に製作していました。
　稲美町国際交流協会では、食文化を通じ
て国際理解を深めていただけるように、
「外国料理教室」や「ティーパーティ」な
ど様々なイベントを企画してお待ちしてお
ります。

▲稲美町国際交流協会自慢
　のキムチチゲ＆おにぎり

▲ピーク時には30名余りの列が…

▲ブレスレットうまくできたね

▲チャンマニさんの華麗な踊りに参加者もうっとり

▲参加者全員でラオスの民族舞踊に挑戦

　当協会では今年度から新事業として町民との国際交流を目的とした
非営利の活動に対し、その経費の一部を助成します。
　[助成対象事業]
　　①　国際交流事業（例：各種パーティ）
　　②　異文化理解事業（例：外国文化紹介講座）
　　③　国際協力事業（例：海外支援）
　[助成金の額]
　　１事業に関して、３万円以内

募集要綱・申請書などは事務局に用意しております。
ご興味・ご関心がある方はお気軽にご相談ください。

国際交流支援助成金事業

参 加 者 の 感 想
今年は例年と違って全員参加型で楽しかったです。ラオスのことは、
ほとんど知りませんでしたが、興味を持ちました。機会があれば行っ
てみたいと思います。本日はありがとうございました。（林 佳史）

ラオスの民族舞踊は神秘的で良かったです。（宮本明文）

ラオスの踊っている女性の２人が上品で優雅でした。まさか、みんな
で踊るとは思わなかったので、緊張しましたが楽しかったです。

（福田ゆかり）


