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平成30年度

先進地（他協会）視察事業

第51号

2018. 6. 1
ふれあい交流“いなみ野の里”ホームステイ事業

早いもので

30周年

ホストファミリー募集!!
平成元年から始まった“いなみ野の里”
ホームステイ事業も今年で30回目にな
りました。
今年も大阪大学の留学生達に日本の生活
を体験してもらうためにホストファミリ
ーを募集します。英語が話せなくても、
留学生は日本語が堪能なので心配は要り
ません。
国際交流に興味ある方、この機会に1歩
踏み出してみませんか？ご応募お待ちし
ております。

昨年のふれあい交流会の集合写真

受入期間

8月9日（木）～14日（火）〈6日間〉
10家庭程度（申し込み多数の場合は、初めてのご家庭を優先させて頂きます。）

募集家庭
申込資格 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。）
申込方法 国際交流協会事務局（役場本館１階 生活環境課前）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～12時まで（不定休）
※閉室の場合は稲美町役場企画課まで

申込期間

３月２日（金）に役員７名の参加でたつの国際交流
協会を視察訪問しました。
今回で３度目の視察事業ですが、たつの協会は小規
模ながらインターナショナルスクールや多彩な語学講
座を開催しイベントも多彩です。３時間の会議では事
業内容などをスクリーンで解説していただいたり、互
いに意見交換をして有意義な時間を過ごしました。

6月4日（月）～22日（金）

※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。

たつの協会のスタッフと一緒に！

新 基礎英会話講座

会

募

集

稲美町での国際交流の推進のため、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
加費の割引や無料招待などの特典があります。

【年会費】・個人

１口 1,000円
（小中高生500円）
・家族
１口 2,000円（同居）
・団体、法人 １口 5,000円

※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。

～ 昨 年 の 様 子 ～

ボランティア＆イベントスタッフ大募集

▲小学生交流

▲中学生交流

ホームステイを始め各種イベント開催時にお手伝い
いただける方を募集しております。空いている時間帯
で結構ですのでご連絡頂けたら幸いです。
異文化に興味ある方この機会に１歩踏み出してみま
せんか？
今年度から諸事情により役員の数
が少なくなりましたが心機一転、
絆を深め町民の皆さまに楽しいイベントや企画を提供
できるように努力していきたいと思います。沢山の
方々のご参加をお待ちしております。（Ｈ）
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世界で最も観光客が訪れる
国は？
答えは最終ページ下にあります。

員

６月４～ ８日 トライやる受入れ
６月13日

日本語教室生徒交流会

８月９～14日 ホームステイ事業
ふれあい交流「いなみ野の里」
９月９日

わくわく人権スクール
「インドネシアのお話と民族楽器」

９月30日

子どもインターナショナルキャンプ

他に、神戸大学留学生とのティーパーティ・ワイン講座
・外国料理教室・新春交流会などを企画しておりますが、
日時や開催は未定です。
決まり次第、協会ホームページ・稲美町広報などでお知
らせいたします。

開講します!!

今年度から、新メンバーが入会し基礎英会話講座
がスタートしています。講師は前講座と同様で中村
美子先生です。体験入会も受け付けていますので、
興味ある方はのぞいてみてください。
日時 毎週火曜日 19：30～
場所 稲美町役場新館４階 会議室

クイズに挑戦
わーるどクイズ

会議風景

行事予定

平成29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㈱
医療法人社団 奉志会
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
印南養鶏農業協同組合
㈱稲美乳販
広田鉄工㈱
松田測量登記事務所
㈱コカジ技研
パン・ド・ミ
辰巳歯科医院

台湾料理 順記
いなみマイマイ工房
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㈱
インド・ネパールダイニング ヴィレッジ
三美塗装㈱
㈱マルオ洋品店
㈱モリ
兵庫南農業協同組合 天満支店
イナミスポーツ
明光印刷㈱

また30年度法人会員に新しく山本電機様にご入会いた
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。
【お詫びと訂正】
本会広報誌法人様の漢字に誤りがありましたので、お
詫びして訂正させて頂きます。
わーるど第50号（2018年３月１日発行）４ページ
法人会員様の紹介記事
誤）医療法人社団 奉仕会
正）医療法人社団 奉志会
関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを深
くお詫び申し上げます。

【わーるどクイズ 24 の答え】

③フランス（2016年調査）

２位はアメリカ、３位はスペイン。日本は16位

▲老人クラブ交流

▲高校生交流

第51号

【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）
☎（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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稲美町国際交流協会

第２回

ワイン講座

２月17日（土）に好評のワイン講座の第２回目
を開催しました。前回も来ていただいたシニアソ
ムリエに選んで戴いた12種類のワインに加え、
100％地元生産のワイン
の提供もうけ、計13種類
のワインを楽しみました。
歴史・気候・自然など文
化の講義やワインの保存
の仕方、開栓方法、ブドウの種類、美味しく飲む
ための温度・順番、合う料理やおつまみなど解っ
ているようでも聞いたら「なるほど」と言うこと
が沢山ありました。
稲美町は、日本でも最
初にヨーロッパ文明のフ
ランスのワインを作り、
外貨獲得・農業の振興をと考え作られた国営ワイ
ン農場跡があります。日本で最早時期に本格ワイ
ン・ブランデーが作られた歴史ある町でもありま
す。「日本酒・ビールは好きだけどワインはね」
と言われる方もありますが、試しに次回のワイン
講座に参加し
てみませんか。
是非お待ちし
ております。

総会・意見交換会
４月22日（日）にコミュニティセンターホール
において、平成30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
で議案は全て承認されました。
引き続いて、初めて意見交換会を開催し会員の
方々の貴重なご意見を頂戴し、役員と意見交換の
場をもちました。頂いたご意見やご提案は今後の
協会運営に反映させていただきます。

多くのご意見をいただきました

８月9日（木）

子どもインターナショナルディ
３月21日（水・祝）に稲美町いきがい創造セン
ターホールにて「子どもインターナショナルディ」
を開催致しました。
兵庫県国際交流協会交流員の方々が来てくれ、
約30人の小学生がそれぞれの国の
お話や文化体験をしました。
◎オーストラリア◎
カイさんによる「アボリジニアー
ト」体験です。オーストラリアの動
物を綿棒を使ってドットペインティ
ングをしました。みんなそれぞれカ アボリジニアート
ラフルでとても素敵に仕上がりました。
◎中国◎
親子中国料理教室にも来てくれたチョウさんに
よる中国の紹介です。色々な場所を紹介してくれ、
最後はパンダなどの塗り絵に挑戦しました。緑の
パンダも可愛らしかっ
たですよ！

パンダを始め、中国絵画の塗り絵

◎アメリカ◎
ライト兄弟が生まれたノースカロライナ州出身
のジェームスさんによる紙飛行機作成です。丸い
筒のようなものも
飛行機です。最後
はみんなでせー
の！で飛ばしまし
た。
紙飛行機、今から飛ばすよ～

ふれあいまつり
５月３日（木・祝）「稲美町ふれあいまつり」に今年
も参加させて頂きました。
昨年と同じくキーマカレ－を出店しました。
今年は生産者様のご協力を頂き、稲美町産こうちゃん
トマトがたっぷり入ったトマトの甘みとスパイスがマッ
チした昨年以上に美味しいカレーに仕上がりました。
リピーターの方も来訪され、タッパーを持って買いに
来て下さった方も出る程でした。好評の内に、用意した
250食を全て完売いたしました。沢山のお客様に買って
いただきスタッフ一同喜んでいます。
これからも国際交流協会の活動にご協力を宜しくお願
いします。

見本をのぞいて行かれる方も多数!!

８月10日（金）

８月11日（土・祝）

午前：小学生（加古小学校）留学生 午前：中学生交流（稲美北中学校）
のみ
生
老人クラブ合同交流 参加
留学
のみ
参加
午後：高校生交流（東播磨高校）

18：00頃
ふれあい歓迎会

（夕食あり）

８月12日（日）

８月13日（月）

フリータイム

フリータイム

（ご家族で自由にお過ごし下さい）

（ご家族で自由にお過ごし下さい）

８月14日（火）
午前：送別会
留学生をお見送り

気になる Q & A
ホストファミリー

ここが知りたい？
Q

個室を与えないとダメ？

Q

お土産は渡すの？

A

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。ただ、暑い時期なので体調に気をつけてあげ
ていただけたら幸いです。

A

お土産は特に必要はないと思います。メールアド
レスの交換など、引き続き交流を深めていただき
末永く交流ができたらうれしいです。

Q

フリータイムの過ごし方は？

Q

英語が話せないのですが…

A

家族とのふれあいが第一の目的ですので、家族で
過ごしたり、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。希望があれば観光に出かけるのもいい
ですね。

A

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

留学生が病気やケガをした場合は？

Q

お風呂はどうするの？

A

A

シャワーでOK。使用方法は説明してあ
げて下さい。
国によっては、朝にシャワーを使うので、
初めに聞いてみても良いと思います。

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

洗濯はどうするの？

A

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。

8/9（木）歓迎会 参加者募集
大阪大学の留学生がやってきます。
ホストファミリーと一緒にみんなで
お迎えしませんか？
と

き：８月９日（木）
18：30～（18：00受付開始）
ところ：稲美町役場新館４階ホール
会 費：会員300円 非会員800円
（大人・子ども同額。お弁当代として）

今年も行列ができました!!
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申込期限：７月２日（月）～20日（金）
＊定員（20人）になり次第
締め切ります。
申込み：国際交流協会 事務局まで

★初めてホストファミリーを経験した家族の感想★
留学生が来る前に、予め写真付きのプロフィールをもらっていたので、好きな
もの、苦手なもの、興味があるものなどを知ることが出来たので、良かったです。
言葉はこちらが思ったより堪能でした。みんなで百人一首を（いろはがるたで
はない！）した時も、初めてとは思えないほどたくさん
取っていて、びっくりしました。
休みの日は近場の川に出かけたり、考古博物館へ行き
ました。子どもたちはベトナムのゲームを教えてもらっ
たり、現地の食事、文化の事も話をしてもらい、とても
興味深かったようです。
食事も特別な事はせず、通常のごはんを用意しました。
「おかわり！」が多く、気に入ってもらえたのかなと感
じました。
良い経験をありがとうございました。

