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コロナウイルス感染者の数も落ち着きを見せ、当協会でも様々な活動が再開できるよ
うになってきました。外国人や子供達、地域のみなさまとのふれあいの中でみること

ができる笑顔に活動の意義を再認識させられました。これからもみなさまのお力添えのもと、有意義な
活動が出来るよう心がけてまいりたいと思います。

（6月・12月　２回発行）

年2回
6月・12月
発行

東京オリンピックの金メダル獲得数が１番多かったのはどこの国？

答えは最終ページ右下にあります。

わーるどクイズ◯：
【わーるどクイズ◯の答え】アメリカ：アメリカの金メダルは39個。中国が38個で日本は第３位の27個の金メダルを獲得しました!!
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　例年行っているホームステイ事業が２年間開催できない状況の中、少しでも留学生との交流を継続したいと
いう思いで「１日稲美町体験バスツアー」を企画し、10月16日（土）大阪大学の留学生６名を迎え当協会主
催の国際理解キッズカレッジ生８名との交流や会員様との交流を行いました。
　当日には町内各団体様やボランティアの皆様に多大なご協力を頂き、当協会としましても、おもてなし精神
のある皆様のご協力に感謝の気持ちでいっぱいになりました。

　歴史にお詳しい船越先生から会員様と留学生で歴史
と万葉集についての解説を伺いました。「令和」の元
号の由来になった歌が記された石碑などを見たり、秋
の草花の咲く庭を散策したりしました。

水辺の里のスタッフのみなさんから芋ほりのやり方を
ご指導いただきました！焼き芋も作ってみんなでいた
だきました。

子ども達との交流はAMのみ、
少しづつ打ち解けて仲良く
なれたのにね・・・

木の道具で花びらを作る練木にも
挑戦！！みんな熱心。

　稲美町にある福助堂さんに和菓子の練
りきりの作り方をご指導いただきました。
和菓子は何でできてるの？というところ
からご説明頂き、絞りで色々な表情のあ
る練り切り菓子ができました。

稲美町のシンボル大池を班ごとにお散歩♪

AM

10月16日(土）

PM

芋ほり体験 IN 水辺の里公園

加古大池散策

万葉の森散策

和菓子作り体験

令和３年度３協会合同
「インターナショナルキャンプ」中止

ご協力いただいている
団体・法人会員様

キング醸造㈱
桝本設計事務所
播磨水産 稲美国岡店
兵庫南農協 天満支店
㈱アシス
木下製罐㈱
植田住地㈱
三美塗装工業㈱
松田測量登記事務所
㈱稲美乳販
インド・ネパールダイニング  ヴィレッジ
山本電機
六甲バター㈱
岡田トレーディング
社会福祉法人 日の出福祉会
稲美町老人クラブ連合会
綿久リネン㈱

　今年度は開催を予定し、広報でも募集させていただ
きました「インターナショナルキャンプ」ですが、高
砂・播磨・稲美の３協会での協議の結果、今年度も中
止となりました。
　こどもの感染者が増えていた時期でしたので、食べ
物を扱うイベントを行うことができませんでした。お
申込みいただきました、皆様には大変申し訳ありませ
んでした。

外国コインのお礼

令和3年12月現在　順不同

　以前募金のお願いをしておりました、外国コインで
すが、たくさんの方にお持ちいただき、箱いっぱいに
コインが集まりました。集まったコインは兵庫県ユニ
セフ協会へお届けいたしました。コロナ禍で世界の子
どもたちは益々生きづらい思いをしていることと思い
ます。稲美町の皆様のご好意であつまりましたコイン
がどうか世界の子どもたちの役に立つことを祈るばか
りです。ご協力いただきました皆様ありがとうござい
ました。今後も随時募金の受付は行っておりますの
で、よろしくお願い致します。

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。

●草の根功労賞を受賞されました●
　当協会で日本語ボランティア語講師として尽力頂いている、福
田和代先生が兵庫国際交流団体連絡協議会より令和２年度の「草
の根功労賞」を受賞されました。この賞は平成26年度から始まり、
草の根の国際交流活動の一層の高揚を図ることを目的に国際交流
や多文化共生社会づくりに顕著な功績のあった個人又は団体に対
し、その功績を称えるものです。
　福田先生は町内で日本語ボランティア講師のキャリアを積まれ、
生徒さんに寄りそい、日本の生活面でのサポートもされており、
信頼の厚い先生です。町内に住んでおられる外国人にやさしい町
づくりを心掛けていきたいです。

稲美町体験バスツアー＆キッズカレッジ第３回
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●キッズカレッジ第１回～ALTの出身国のことを教えてもらおう～●
　わーるど57号でも募集を致しました、町内５・６年生を対象としたキッズカレッジの第１回が７月17日
（土）に開講しました。開講式では東播磨高校のボランティア学生の英語での自己紹介をお手本にし、これか
ら１年の活動を共にするお友達に自己紹介をしました。第１回目はALTの先生から普段授業では聞かない自分
の国のことを紹介してもらいました。
　今回のALTはお二人ともフィリピン出身のジュルス先生とレイラ先生。明るく楽しい先生のお話を聞いてフ
ィリピンに行ってみたくなりました。フィリピンにまつわる三択クイズや国旗を使ったじゃんけんゲームなど、
楽しい内容をご用意くださいました。

　10月23日（土）日本語教室の生徒さんや会員さん、スタッフら総勢38名で秋の丹波へ出かけました。一昨
年、他団体視察でお世話になった丹波市国際交流協会の副会長をされている亀井さんとのご縁で、昨年は計画
したもののコロナの影響で中止となった黒枝豆の収穫体験を実施することが出来ました。秋晴れの下、亀井さ
んの畑には刈り取られた大きな黒枝豆の株が広げられていて、みんな思い思いにさやをもぎ取っていました。
袋いっぱいになった枝豆を手に大満足。笑顔がこぼれます。

　コロナ禍でなかなか遠出できない外国人実習生のみなさんに
も文化体験をかねて楽しんでいただける事業となりました。こ
の事業は丹波市さん発行の丹波新聞にも取り上げられました。
コロナ禍の中、交流事業がなかなか開催しづらい状況がつづい
ておりましたが、これから少しずつ町内在住外国人と町民との
交流の出来る事業を計画していきたいと思います。お話をする
機会がもう少しもてるようになればいいと思います。

　枝豆収穫体験の次は、薬草薬樹公園に移
動して昼食と草木染体験をしました。白い
ハンカチを折りたたんで輪ゴムで数か所く
くります。藍（青）、くちなし（黄）、かりん
（赤）の３種類の染料から好きな色を選び数
分間浸して水洗いし、輪ゴムをほどいてい
くと思いがけない模様が現れました。素敵
なお土産が出来ました。

　最後に丹波竜化石工房ちーたんの館を見学し、全行程終了。
楽しい時間はあっという間に過ぎていきました。

●キッズカレッジ第２回～JICA訪問～●
　夏休みに開催予定のJICA訪問は緊急事態宣言下のため、延期されておりました
が、上記日程で無事訪問することができました。JICAってどんなことをしている
ところ？日本の世界に対する役割は？私たちは何が出来るかな？などいろいろなこ
とを考える機会になったのではないかと思います。
　JICAより青年海外協力隊として教育のお仕事をするためにホンジュラスに行か

れた青木さんのお話を聞き、
日本の学校とこんなところ
が違うんだなという気づき
もあったことと思います。
子供たちは普段食べている
給食とは違う、ランチにも
挑戦！！完食できたかな？？

●短期英会話教室が始まりました●
　コロナ禍で２回延期になっていた講座が10名
の参加で10月３日～12月19日までの毎週日曜
日10時～11時30分までの12回講座として生き
がい創造センターでスタートしました。ロバー
ト講師のユーモアを含んだレッスンに熱心に耳
を傾けて勉強しています。日常でも英語を話す
機会があればぐんと上達するはず。これから協
会主催の行事にも是非ご参加下さい。

今年度は10名の子ども達が１年間いろいろな体験をしていきます!!

7月17日(土）

10月2日(土）

10月スタート!!

ふれあい交流バスツアー　IN　丹波

丹波市柏原町の畑にて

山南町「薬草薬樹公園」

山南町「ちーたんの館」
展示スペースにはSDGs
のコーナーや世界の服
や小物、楽器などめず
らしいものがたくさん!!

10月23日(土）
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し、その功績を称えるものです。
　福田先生は町内で日本語ボランティア講師のキャリアを積まれ、
生徒さんに寄りそい、日本の生活面でのサポートもされており、
信頼の厚い先生です。町内に住んでおられる外国人にやさしい町
づくりを心掛けていきたいです。
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