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新年度が始まりましたが緊急事態宣言となり総会は中止、書面議決になってしまいま
した。コロナウイルス感染拡大の中、国際交流協会として何ができるのかしっかり考

えていきたいと思います。前年度はたくさんのご支援ご協力ありがとうございました。今年度も引き続
きよろしくお願い致します。

（6月・11月　２回発行）

　新しい年度が始まり心機一転したいところですが、まだまだ新型コロナウイルスの猛威は収まり
をみせません。当協会の「交流」という部分を事業として行うのに大変苦労するであろう年度の始
まりとなりました。今年度下記の事業を計画しておりますが、新型コロナウイルス感染防止の観点
からその時の状況に応じて事業を開催または延期や中止といった措置を取ることになるかと思いま
すが、よろしくお願い致します。

ボランティア募集

ご協力いただいている
団体・法人会員様

赤松機器工業(株)
(株)麦わら（ダディーズベーカリー）
木下製罐(株)
広田鉄工(株)
三美塗装工業(株)
(株)稲美乳販
いなみマイマイ工房
クラウン商事(株)
植田住地(株)
兵庫南農業協同組合天満支店
松田測量登記事務所
特別養護老人ホーム稲美苑
綿久リネン(株)
田中縫工所
キング醸造(株)
播磨水産　国岡店
ほっともっと稲美国岡店
岡田トレーディング
インド・ネパールダイニングビレッジ
NOBBY  FARM
六甲バター(株)稲美工場
(株)アシス
稲美町老人クラブ連合会
山本電機
桝本建築設計事務所

　稲美町国際交流協会でイベントのお手伝いや外国人
のサポート（日本語教育）をお手伝いしてくれるスタ
ッフを募集しています。学生さんも大歓迎です。
※コロナ禍で行える事業がどれくらいになるかわかり
ませんが、是非ご登録ください。また日本語指導にご
興味のある方は事務局までお申し出下さい。「日本語
ボランティア講師養成講座」が開講された時に優先的
にご案内させていただきます。

年2回
6月・11月
発行

外国コイン募金のお願い

SDGsを知っていますか？持続可能な開発目標のことで、2015年に国連で採択されました。
2016年～2030年で目標達成するために、それぞれの国で取り組む目標はいくつ作られたでしょうか？
①５個　②11個　③17個 答えは最終ページ右下にあります。

わーるどクイズ◯：

年間行事予定

７月 第２回 国際理解キッズカレッジ開講
　１年を通して６回の開催をします。今年度は５，６年生を対象として日本の文化体験を取り入れた、様々
な体験事業を行います。
　また外国人とのふれあいの機会から、異文化理解・国際理解を深めていきます。

通年

秋 留学生と行く稲美町収穫体験ツアー
　恒例事業となっているホームステイが、コロナ禍で開催が困難なため、代替事
業を企画しました。大阪大学の留学生たちを１日稲美町に迎え、町民と一緒に稲
美町の豊かな作物の収穫体験をしてもらいます。稲美町のいいところを留学生に
紹介して、一緒に収穫を楽しみましょう。

稲美町在住外国人とのバスツアー
　在町外国人と町民のふれあいバスツアーです。電車などでは行きにくい地方へ日本文化を感
じる旅に出かけましょう。

世界のワイン講座
　毎年人気の事業です。町内ワイン愛好家のみなさん、世界のワインを
いただきながら外国旅行の気分を味わいましょう。

外国料理教室
　家庭でも真似したくなる本場の外国料理をレクチャーしてもらいましょう。

日本語教室
　マンツーマンでの授業も行っております。企業でお申し込みの場合は、先生が企業へ訪問しお部屋を借り
て少人数制の授業をおこなっております。随時ご相談ください。

中国語講座
　中国人の先生から丁寧な指導を受けられます。初心者さん大歓迎です。

協会会員懇親会
　普段交流のない会員様たちはどんな人たちなのでしょうか。外国人とどんな接点があるの？協会に求める
ことは何？お互いの意見交換を行いながら、稲美町での国際交流協会の役割を再認識する機会にしたいと考
えています。

外国人とのティーパーティ
　外国人を迎えて、母国の文化や習慣、日本との違いを聞いてみましょう。こちらから質問してみたり、ゲ
ームをしたり、外国語を使ってコミュニケーションをしてみませんか。

令和3年３月現在　順不同

　海外旅行へ行かれた際に持ち帰った外国のコインが
家で眠っていませんか？外国のコインも募金できま
す。当協会入口に募金箱を設置しますので是非募金に
ご協力ください。
小さなことから世界へ貢献しましょう！
　また外国コインどんなのがあるのか見てみたいとい
う方も事務局へ足を運んでいただければ、世界の古い
コインを置いています。（一昨年トライやるに中学生
が仕分けてくれました）

【わーるどクイズ◯の答え】③17個 私たち1人1人が暮らしの中でも出来ることでもあるんですよ。稲美町が取り組んでいる地元 
 の食材を使った給食も貢献活動の１つです。私たちも稲美町産を出来るだけ取り入れた地産地 
 消を行いましょう！

　３月に行われました第93回選抜高等学校野球大会にわれらが稲美町の東播磨高校が初出
場を果たされました。日頃ボランティアとして東播磨高校のみなさんには大変お世話になっ

ていることから、当協会からも少しばかりのお祝いをさせていただきました。
　初戦、粘り強い戦いをみせてくれた東播磨のナインたちにたくさんの町民が
元気をもらったことと思います。稲美町の若きHOPEたちにこれからも期待し、
協会としても一緒に活動していく場を設けたいなと改めて感じております。

注目
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会費をご納入いただき、誠にありがとうござい
ます。今年度も引続きご支援ご協力賜りますよ
うよろしくお願い致します。



2 3（6月・11月　２回発行） （6月・11月　２回発行）

　コープこうべ様が取り組まれているフ
ードドライブの食品を、稲美町社会福祉
協議会様のご協力のもと当協会へも配布
していただきました。コロナ禍の中、仕
事が減っている外国人労働者のみなさん
に配布させていただきました。その他に
も協会や会員の有志の方よりお米や野菜、
日本の食器、衣類など家で使っていない
ものも集まり、ほしい方に持ち帰ってい
ただくようなフリーマーケットのような
イベントになりました。
　みなさん珍しいものに興味があるよう
でした。

　先生は、明石市の生涯学習指導者会会員
で、カルチャーセンターで中国語講師をさ
れています。
　教え方は丁寧で分かりやすく、中国語に
興味がある初心者の方も大歓迎です。木曜
19時半～役場４階会議室で活動中です。
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生きがい創造センターワーキングスペース（土）

フードドライブ～提供事業～ 基礎中国語講座新規メンバー募集

　全６回の通年事業になります。第１回は７月17日（土）の「外国のことを知ろう！」です。町内のいろ
いろな小学校から集まった仲間と異国の文化について理解を深めていきましょう。

対　　象：小学校５、６年生
活動予定：
①外国のことを知ろう
　～ALTの先生の出身国について
　　教えてもらおう～
②JICAへ見学に行こう
③外国人との日本文化体験
　～収穫～
④外国人との日本文化体験
　～お茶会～
⑤クリスマスを楽しもう
　～ALTの先生と～
⑥外国のゲームで遊ぼう

2018年に「いなみのの里ホームステイ事業」で稲美町に来てくれたダニエル君がホスト
ファミリーの福田家に約３年ぶりに遊びに来てくれました！稲美町を思い出し、再び訪問
してくれるのはうれしいことですね。

国際理解キッズカレッジ募集

　今年度は感染対策をとり開催予定でありました「R3年度　国際交流協会総会・意見交換会」
ですが、４月25日から兵庫県下にも発出されました緊急事態宣言を受け、役場の施設が日中も
使用禁止になったことから、急遽開催中止となりました。
　開催の準備を進めて参りましたが、急な中止の決定となり、参加を予定していただいていた
会員の皆さまには残念なお知らせとなってしまいました。今年度の総会も昨年同様、書面議決
での対応とさせていただきました。
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役場４階コミニティホール（日）

国際交流協会R3年度総会・意見交換会

先生：ニーソン先生
出身：中国　黒竜江省　ハルビン市

注目

フードドライブとは：家庭で余っている食べ物を学校や
職場などに持ちより、それらをまとめて地域の福祉団体
や、施設、フードバンク等に寄付する活動のこと。

授業の
様子

2018年 今

福田家のお孫さんと食事のようす

稲美町国際交流協会 

参加者特典 
毎年行なっている人気企画「子ども
インターナショナルキャンプ」に優
先的にご参加いただけます。 
  10月開催予定。 
 （別途参加費1,500円要・予定） 

募  集  内  容 

対   象：外国の文化に興味がある 
      小学5年～６年生 

参加費：２，５００円 

         （保険料・協会会費含む） 
   

定 員：１2名 

    (定員になり次第締め切ります。) 

 

  6月 7日（月） 
～  6月 18日（金） 

申  込  日 

申込・お問合せ 

稲美町国際交流協会事務局 
０７９－４９２－１２１２ 

開室時間︓月～金曜日  
     ９時～１２時（不定休） 
※閉まっている場合は、稲美町役場 
 企画課までお願いいたします。 

兵庫県国際交流協会助成金事業 

日 時 

2月 FEBRUARY 

内 容 場 所 

7/17 (Sat.) AM 
   
 
 
 

8月 AUGUST 

１０月 OCTOBER 

 １１月 NOVEMBER 

１２月 DECEMBER 

外国のことを知ろう 

ＪＩＣＡ※に見学に行こう 

※ ＪＩＣＡ:発展途上国への国際協力を行う機関で、 
      ＪＩＣＡ関西（神戸の事務所）へ見学に行きます。 
※ 時間など変更する場合がございます。 

日本文化体験・稲刈り 

日本文化体験・お茶会 

クリスマスを楽しもう 

活動内容・日程（予定） 

 
 
 
＊小学高学年を対象に、異文化理解を目的とした講座を開催します。（全6回） 
＊英語など語学習得を目的とするものではありません。 
＊保険に加入しますので、活動中の怪我などは保障いたします。 
＊開催場所、または集合場所までは、必ず保護者の方の送り迎えをお願いします。 
＊参加費は初日に全額お持ちください。途中、参加されない場合でも返金は致しません。 
＊毎年、播磨町国際交流協会・高砂市国際交流協会と共催している‘子どもインターナショナル 
 キャンプ’については、優先的に受付いたします。今年度は10月3日（日）加古川少年自然の 
 家にて開催。（参加費は別途1,500円（予定）必要です） 
＊ご質問などありましたら、お気軽に稲美町国際交流協会 事務局まで！ 
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止になることがありますのでご了承ください。 
 
 
 

活動の詳細や注意事項 

いなみっこ広場 

いなみっこ広場 

稲美町田んぼ 

憩いの館 

いなみっこ広場 

JICA関西 

外国のゲームで遊ぼう 

   にほんごきょうしつのせいとのみなさん、 

しょくりょうひんをくばるので、ぜひきてください。 

といあわせ     稲美町国際交流協会事務局 
（いなみちょうこくさいこうりゅうきょうかい じむきょく） 
      でんわ：０７９－４９２－１２１２   
      mail : inami-kokusaikoryu@train.ocn.ne.jp         
 
あいているじかん    月曜（げつよう）～金曜（きんよう）  
          ９時～１２時 
          ※2/11にちはおやすみ 
       

～せいとのみなさんへ～ 

稲美町国際交流協会からのおしらせ 

◎対 象（たいしょう）：にほんごきょうしつのせいと 

◎参加費（さんかひ） ：むりょう 

◎内 容（ないよう） ：おこめ、かんづめなどのはいふ 

◎注 意（ちゅうい） ：たいちょうのわるいひとはこないでください  

            マスクをしてきてください 

            なまえとれんらくさきをかいてください 

○とき 9：30～1１：30 
 

   

○ところ 稲美町いきがい創造センター 
     １F ワーキングスペース 

開 催 日 時 
２/６ 
（土） 
 

いなみちょうこくさいこうりゅうきょうかい 

ここ 

いなみちょう     そうぞう 

～コープこうべ様一室に集まった食品～

会場が混み合わない
ようにお米と即席商品、
嗜好品など来場予定
人数を事前に把握し、
袋に小分けにして
準備しました。

家に眠っている
頂き物のお皿や茶器にも、
外国の人たちは興味を
もっていました。
その他、洗剤や日用品
の提供もありました。

　私は北海道大学工学部の３年生の22歳のファトゥンビ・ダニ
エルです。ナイジェリア出身で、勉強するために2018年に来日し
ました。
　最初の１年間は大阪大学の箕面キャンパスで日本語勉強して、
その中で稲美町のホームステイプログラムに参加しました。ホー
ムステイ家族が優しくしてくれて、食べ物も美味しくて、経験が
よかったので、ホームステイプログラムの後は２回稲美町に戻り
ました。本当に言葉に説明できない経験です。
　今、大学ではいろいろな勉強をしていますが、最近はプログラ
ミングを頑張っています。卒業後はその勉強を生かせる企業で働
きたいと思います。


