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新年度がスタートしました。
盛り沢山の行事を企画しておりま

す。 皆様に喜んで頂ける様、理事一同力を合わせて頑
張ります。今後共、ご協力の程、宜しくお願いします。

ホストファミリー募集!!ホストファミリー募集!!ホストファミリー募集!!ホストファミリー募集!!
ふれあい交流“いなみ野の里”ホームステイ事業

　今年も稲美町に大阪大学から留学生達が来町
します。家族の一員として、留学生に日本の生
活を体験させていただけるホストファミリーを
募集いたします。英語が話せなくても、日常会
話は大丈夫です。少しでも興味のある方、新し
いことに挑戦してみたい方、是非ご応募お待ち
しております。

受入期間

募集家庭
申込資格
申込方法

申込締切

8月8日（火）～13日（日）〈6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23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）月曜～金曜９時00分～12時00分まで

※留学生は大阪大学で日本語の勉強中です。
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。特別な食事やおもてなしは必
要ありません。普段通りの生活を経験させ
てあげてください。

【わーるどクイズの答え】　ワニ
全長５ｍにもなるナイルワニは、豊作の神として神殿で飼われていまし
た。ナイル川沿いの遺跡では、ワニのミイラがたくさん見つかっています。

※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

（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、
活気にあふれ、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。
　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

▲小学生交流 ▲中学生交流

▲町めぐりツアー▲老人クラブ交流▲高校生交流

６月５～ ９日　トライやる受入れ
８月８～13日　ふれあい交流“いなみ野の里”ホームステイ
10月１日 わーるど49号発行
 子どもインターナショナルキャンプ
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・絵画交流
３月１日 わーるど50号発行
 第２回ワイン講座

平成29年度　今後の主な行事予定

＊イベントは事情により、変更することがあります。

※今年は庁舎耐震工事の為、期間が短くなっております。

＊日本語講師募集＊
　日本語を勉強したい生徒さんが増えてきております。
　平日の昼間にお時間のある方、おまちしております！

平成28年度  ご協力いただいている
　　　　団体・法人会員様 （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）

また２９年度法人会員に三美塗装㈱様、㈱マルオ洋品店様、
㈱モリ様、台湾料理 順記様、明光印刷㈱様にご入会いただ
きました。ありがとうございます。
　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。

＊４月から新しく始めた方もおられます！まだまだ
募集しておりますので、一緒に中国語を勉強してみ
ませんか？
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

　ドイツをはじめヨーロッパには、子どもからお年寄
りまで幅広く遊べるゲームが沢山あります。電子ゲー
ムは少しお休みして、みんなでテーブルを囲んで遊ん
でみませんか？

日　時：６月10日（土）
　　　　10：00～12：30（９：45受付）
場　所：いきがい創造センター１F
　　　　ワーキングスペース
参加費：会員　無料　非会員　300円
定　員：先着15名（定員になり次第締め切ります）
対　象：小学２年生から６年生

＊初中級の英語クラスです。和気あいあいとやって
おります。一緒に勉強してみませんか？
日　時：毎週火曜日（月４回）19：30～21：00
場　所：稲美町役場４F　会議室
受講料：3ヶ月（12回）6000円（8月はお休みです）
講師：中村　美子先生

初級中国語講座

英会話講座

受講生募集

協会までお問合せください！
～ゲスト講師を迎えて～

「外国ゲームで遊ぼう」
引き続き参加者募集

小学生対象
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クイズに挑戦
ナイル川には神や神の使いと考えられていた動物がいます。
なんでしょう？

答えは最終ページ下にあります。

わーるど
クイズ

総会・異文化を楽しむ会
　４月23日（日）にコミュニティセンターホールにおいて、
平成29年度稲美町国際交流協会総会を開催いたしました。
　ご出席いただいた会員の皆様のご協力のおかげで議案は全て
承認をいただきました。ありがとうございました。
　総会に引き続き「異文化を楽しむ会」が開催されました。

～異文化を楽しむ会～
　青年海外協力隊平成26年度２次隊
としてカメルーンに派遣された丸尾大
輔氏による「カメルーン活動報告」を
開催しました。
　当日は多くの方が参加され、カメル
ーンのこと、丸尾さんのカメルーンで
の活動内容に興味深々で、時折笑いが起こるほどでした。会の
終盤では、カメルーンとマラウイの違いを丸尾さんとマラウイ
で活動経験のある県農講師の杉田さんで話をされました。最後
に生徒による活動紹介がありました。
　アフリカのことを知る貴重な時間となりました。

◎講師の丸尾さんより
　本当にたくさんの人に来ていただい
てとても嬉しかったです。予想通り、
ほとんどの人がカメルーンの事を知り
ませんでした。「異文化を楽しむ会」
を通じて少しでも興味を持っていただ

けたら嬉しいと思います。日本にいる
と当たり前の生活が当たり前になりま
すが、「電気をつける」これすら当た
り前ではない生活をしている人たちが
いることを頭の片隅おいていただけれ
ばと思います。

　２月26日（日）いきがい創造
センター調理室にて、井筒ジョア
ンナさんを講師にお迎えし、２回
目の「ポーランド料理教室」を開
催いたしました。
　ご夫婦や学生さんなどいろいろ
な年齢の方16名に参加いただき、ザワ
ークラウトのスープやカツレツ・ジン
ジャーブレッドなど中欧の美味しい料
理をいただきました。
　外国のお料理と言っても、特別な食材も必要なく町
内のスーパーで購入できる食材ばかりで作れるので

「家でも作ってみたい」と言わ
れる方も。
　稲美町にいながら、遠いポー
ランドを近くに感じられる日曜
日となりました。

　３月19日（日）県立農業高校の生徒による「マラウイ
共和国の栄養改善の研究ワークショップ」を開催いたし
ました。生徒が一年かけて考案した現地の食材を使って
のパン（シマ）など実際にみんなで作ってみました。

参加者感想
・とてもよく調べていて、分かりやすいプレゼンだった。
実際にマラウイの主食のシマを食べて、マラウイ文化
についても知ることが出来ました。
・まだ世界史を習っていませんが、世界についてもっと
知りたくなりました。
・知らないということは損だなぁと思いました。今日参
加できて、多くの国に興味を持っていきたいです。

生徒の感想
・３年生になってからこのテーマで研究活動に１年間取
り組んできました。始めのうちは何をどのようにした
らいいのか分からず、試行錯誤の連続でした。現地で
活動している青年海外協力隊の方にアンケート協力し
ていただき、現地でどのようなものが求められている
のか知ることが出来たため、マラウイに行ったことの
ない私たちでしたが、ここまで研究を続けることが出
来ました。その成果発表として、今回このような講習
会を開催できたことは本当にうれしく思います。私た
ちも研究を始めたばかりの頃はシマを美味しくないと
感じていましたが、今回の講習会で食べたシマはなん
だか美味しく感じました。講習会を開くのは初めてで
とても緊張しましたが、私達にとっても充実した１日
となりました。これを機会にもっと色々な人にマラウ
イという国を知ってもらいたいです。

ポーランド料理教室 マラウイ研究

留学生のために個室を用意する必要はありません。
子どもさんと一緒の部屋でもかまわないと思いま
す。

◎参加者感想より
・初めて聞くカメルーンの・マラウイのお話、若い方が色ん
な国で頑張っておられること知り最近の若者はダメだとよ
く言われる中、外に飛び出し活躍され、素晴らしいと思い
ました。
・アフリカのカメルーンの知識は全くなく、ただサッカーが
上手な国であることしかありませんでした。今回の報告を
お聞きして、より日本の活動が評価されていることを知り、
心強く思いました。

　５月３日（水・祝）快
晴のもと、今年も稲美町
ふれあいまつりが開催さ
れました。私たち国際交
流協会も、昨年と同じキ
ーマカレーを出店しまし
た。スパイスから配合し
て、心を込めて作ったカ
レーはリピーターの方が

できる程、好評でした。ありがとうございます。沢山の
方に買って頂きスタッフ一同喜んでいます。これからも
国際交流の活動にご協力宜しくお願いします。

気になる
ホストファミリー

Q

Q

& A

A
個室を与えないとダメ？

いいえ、特別な食事を用意される必要は全くあり
ません。普段の生活を体験させてあげてください。

Q
A

A

ごちそうしないとダメ？

家族とのふれあいが第一の目的ですので、家で家
族で過したり、一緒に買い物に出かけたり、留学
生の母国の料理を作ってもらったりするのもいい
と思います。

シャワーでOK。使用方法は説明してあげて下さ
い。

Q
A
フリータイムの過ごし方は？

Q お風呂はどうするの？

お土産は特に必要はないと思います。引き続き交
流を深めていただくほうがいいと思います。

Q
A
お土産は渡すの？

留学生は日本語を学んでいます。ゆっくり話し、
身振り手振りで十分通じます。日本語がとても上
手な学生もいます。

Q
A
英語が話せないのですが…

必要に応じて病院などで手当てを受けさせてくだ
さい。留学生は健康保険証を携帯しています。な
お、国際交流協会で傷害保険に入っています。

Q
A
留学生が病気やケガをした場合は？

家族と一緒に洗ってもいいと思いますが、留学生
に確認してください。

Q
A
洗濯はどうするの？

　朝食は食パンやロールパンに目玉焼き、ハム、レタス
やトマトなどの野菜とコーヒーや牛乳など好みの飲み物。
昼食には、焼そばや素麵、パスタなど麺類が多かったと
思います。
　夕食は特に和食にこだわらず、若い子の好きそうなも
のを用意しました。唐揚げはみんな大好きです。その中
で、日本特有の例えば梅干しとかこんにゃくとか焼きな
す、冷奴、刺身などもメインではなく副菜程度に用意し
ました。
　親しい人を呼んでバーベキューをしたり、たこ焼きや
お好み焼きを一緒に作ったりするのも喜んでくれました
よ。

★あるホストファミリーの１日の食事★

たこ焼きの風景 あやしてくれています！

～１年後、稲美町に里帰り～

８月8日（火）

18：30
歓迎会＋町民との交流会
　　　　　　　　　  （夕食あり）

８月9日（水）
午前　小学生交流
 （昼食あり）
午後　中学生交流

８月10日（木）
午前　高校生交流
 （昼食あり）
午後　老人クラブ交流

８月11日（金）
フリータイム

（家族で自由にお過ごし下さい）

８月12日（土）
フリータイム

（家族で自由にお過ごし下さい）

８月13日（日）
10：00　送別会
11：00　留学生をお見送り

～沢山の方が来てくれました～

～使用したスパイスです～～１からスタッフが作りました～

ふれあいまつり

赤ちゃんが生まれた時に
遊びにきてくれました。

留学生

参加
のみ 留学生

参加
のみ


