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第53号

2019. 6. 1
ふれあい交流“いなみ野の里”ホームステイ事業

ホストファミリー募集!!
今年も大阪大学の留学生たちが稲美町にホー
ムステイにやって来ます。英語が話せなくても、
留学生は日本語を勉強している学生さんたちで
す。今年はどこの国のどんな学生さんが稲美に
やって来てくれるか楽しみですね！

申込方法

申込締切

8月4日（日）～11日（日）〈8日間〉
10家庭程度（国際交流に関心のある方）
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。
電話079－492－1212 月曜～金曜 ９時～12時
※閉室の場合は稲美町役場企画課まで

6月21日（金）

※申し込みが多数の場合は初めてのご家庭を優先させて
いただきます。

《留学生のスケジュール》内容は変更する場合がございます。

8/6

（火）

8/7

（水）

8/8

（木）

8/9

（金）

8/10
（土）
夜

8/11
（日）

会

①めん

②おもち

③ごはん

答えは最終ページ右下にあります。

募

集

【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。

令和元年最初の「わーるど」は
いかがでしたでしょうか？
協会事務局に新しいスタッフを迎え、さらにパワー
アップし、楽しいイベント、新しい企画を考えており
ます。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

★マークは、ホストファミリーも参加する事業です

わーるどクイズ： 中国ではお誕生日に何を食べるでしょうか？

員

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。

AM

お別れ会★

稲美町花火大会）

フリータイム

フリータイム

PM

高校 交流

AM

老人クラブ 交流

稲美町めぐり

町内団体との交流会
（予定）

PM

中学校 交流

AM

小学校 交流

ウェルカムパーティー★

夜

8/5

（月）

（

8/4

（日）

（HPにて随時更新）

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？
また、日本語を勉強したい生徒さんが増えてきてお
りますので、日本語講師を募集しております。指導経
験がおありの方、是非おまち
しております。

すてきな稲美町を
紹介してみよう!!

募集家庭

稲美町出身でイギリス在住のKenjiさんが、
イギリスでの日常生活を紹介してくれてい
ます。
イギリスの建物、食事、習慣など写真や
コメントから色々な事が分かりますよ。ご
興味のある方はぜひ国際交流協会HPをご覧
下さい。

ボランティア＆イベントスタッフ大募集

外国に興味のある方は、この機会に是非学生
さんたちとの生活を楽しんでみてください。

受入期間

イギリス通信『What's up UK』

第53号

平成31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

天理教加古大教会
奉志会

赤松機器工業㈱

上野鋼業㈱

インド・ネパールダイニング ビレッジ

桝本建築設計事務所

㈱アシス

六甲バター㈱稲美工場

㈱マルオ洋品店

印南養鶏農業協同組合

兵庫南農業協同組合 天満支店

㈱稲美乳販

イナミスポーツ

広田鉄工㈱

㈲コレクト

㈱コカジ技研

植田住地㈱

いなみマイマイ工房

山本電機

NOBBY

明光印刷㈱

FARM

稲美町老人クラブ連合会
また31年度法人会員に新しく稲美苑様にご入会いただ
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。

新しく事務員が増えました
2019年４月より事務局に山路に加え、２人の事
務員が増えました。奈良、丸尾です。稲美町の国
際交流のお手伝いが出来るようがんばりますの
で、よろしくお願いします。
何か関心のあること、質問してみたいな、どん
なことをしているの？とご興味を持たれた方は役
場１Ｆの事務局へお立ち寄り下さい。
【わーるどクイズの答え】
①めん…古くからの習慣。めんのように長く長生きできるように。

【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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第３回

ワイン講座

H30.12.1

大好評のワイン講座も第三回を迎えました。
シニアソムリエを迎えて、家庭でも
楽しめるワインの頂き方をご教授頂き
ました。
ワインに合う軽食も用意させて頂き、
参加者の皆さんと色々なワインを楽し
みました。

International Day In Inami

H31.2.6

兵庫県国際交流協会よりオーストラリア、韓国からの交流員の方々
に来てもらい、町内の小学生と交流会を
行いました。国の文化を紹介してもらっ
たり、日本のゲームをみんなで楽しみま
した。お昼ご飯にはヴィレッジさんのネ
パールチャ―ハン、サモサ、チキンティ
ッカをいただきました。

日本料理教室

H31.3.3
在町外国人の方向けに日本料理を作るイベ
ントを行いました。日本の家庭料理を楽しく
作る体験をして頂きました。
兵庫大学の学生さんにもお手伝い頂き、巻
きずしやお吸い物、うぐいす餅を作りました。

第１回

見たい知りたい講座

気になる Q & A
ホストファミリー
Q

個室が必要？

A

必要はありません。
子どもさんと同じ部屋で大丈夫です。

Q

ごちそうしないとだめ？

A

特別な食事を用意する必要はありません。
普段の生活を体験させてあげてください。

Q

フリータイムはどう過ごす？

A

家族とのふれあいが第一の目的ですので、家で家
族で過ごしたり、一緒に買い物に行ってご飯を作
ったりするのもいいですね。
もちろんお出かけもOKですよ。

Q

留学生が病気やけがをしたときは？

A

必要に応じて病院に行ってください。
留学生は健康保険証を携帯しております。
なお、国際交流協会で傷害保険にも入っておりま
す。

Q

洗濯はどうする？

A

家族と一緒に洗って大丈夫だと思いますが、留学
生に確認してください。

《昨年の留学生の活動》
◀中学生との
交流会
グループに分かれ
て、日本のゲーム
をしたり、座談会
を行いました。吹
奏楽部の演奏聞か
せてもらいました。

高校生と▶
生け花体験
東播磨高校の華道
部の皆さんに生け
花を教えてもらい
ました。日本の文
化体験、楽しみま
した。

◀扇子の絵付け
老人クラブ、小学
生の子どもたちと
扇子の絵付けを楽
しみました。

今後のイベントお知らせ
H31.3.12・19・26

３月12、19、26日の19時半～21時、いきがい創造センターワー
キングスペースで開催しました。沢山の申込みを頂き、『外国人に日
本語を教えるって？』という題目で、日本語講師の方に来ていただき、
外国の方に日本語を教えるむずかしさを勉強しました。最後の講座で
は実際に外国の方に生徒になっていただき、日本語を教えるところま
で行いました。
この講座ではたくさんの方が日本語講師ボランティアにご興味があ
ることが分かりました。

平成31年度総会
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H31.4.22

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を開催いたしまし
た。
ご出席き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。

★★国際理解キッズカレッジ2019（全６回）

第１回 ６月15日 入校式
第４回 12月８日 クリスマスを楽しもう
第２回 ８月７日
稲美町まちめぐり
第５回 ２月１日
発表会に向けて話し合おう
第３回 10月26日 JICA訪問
第６回 ２月29日 終了式 発表会
色々な学校の友達と外国の文化を学んだり、稲美町のことを学んだりしてみよう!!
定員は15名。参加費は2,500円。申し込み締め切りは６月７日まで。
お問合せ先：稲美町国際交流協会事務局 TEL.079－492－1212 月～金 9：00～12：00

★日本語ボランティア講師養成講座

この夏から、日本語ボランティアの養成を目的とした講座が兵庫県いなみの学園さんにて稲美
町、高砂市、播磨町の共催で、開催されます。詳しくは広報の７月号でお知らせします。ご興味
のある方は国際交流協会にお問い合わせ下さい。

★こどもインターナショナルキャンプ

10月６日（日）に実施！！播磨町、高砂市と３協会合同でのイベントです。みんなとゲームを
楽しんだり、ご飯づくりをしたり、自分たちで自発的に何かをする楽しさを体験してください。

★第４回ワイン講座

大好評のワイン講座を冬に予定しています。お家で手軽に楽しめる美味しいお酒の飲み方をお
教えします。
その他イベントは決まり次第、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。

