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日本語の勉強がんばっています！
（外国人のための日本語講座開講）

お茶の作法を体験しました
（鶴林寺お茶会）

参加者全員でたのしみました！（なつまつり）

英語で交流しました
（中学生海外派遣：ラザフォードカレッジ訪問）

たのしく英会話を学んでいます
（はじめての英会話）

２０１６年度前期

国 際 交 流 事 業 紹 介
「

授業の様子：みんなで一生懸命勉強しています

はじめての中国語の授業風景

2000 年度から始まった協会主催の語学講座。今年
度は「はじめての英会話」
「はじめての中国語」の２講
座を実施しました。いずれもたくさんの応募があり、教
室は受講生の熱意であふれています。ベテランの講師陣
による授業は、毎回たのしく興味が尽きません。受講生
は外国人講師とのコミュニケーションを通して、言語だ
けでなく、その国の文化や習慣なども学んでいます。

開講 23 年目を迎える本講座。今年度は、初級・初
中級・中級と 3 クラスに分かれ、12 カ国約 50 名の
外国人が受講しています。受講生は、協会ボランティ
ア講師の熱心な指導のもと、たのしく日本語を勉強し
ています。最初は全く日本語が話せなかった人も少し
ずつ会話ができるようになっています。講座の最終日
(2017 年 3 月 12 日)には、
1 年の成果を発表する
「ス
ピーチ大会」を開催します。

（4／29）

（5／20）
当協会で日本語を勉強し
ている外国人と家族、講
師が集まり、ふゆまつり
を開きました。

参加者みんなで記念撮影

マリンガ通りで記念撮影

ブラジル・パラナ州から、西森弘志ブラジル連
邦下院議員をはじめ 5 名が加古川市を訪問されま
した。ウェルネスパークや加古川駅北のマリンガ
通りを見学されました。1973 年に使節団が結成
されてから、今年で 43 年目。今回の使節団の訪
問によって互いの交流がより深まりました。
2017 年 2 月には、加古川市青年海外派遣団が
ブラジル・マリンガ市を訪れる予定です。

鶴林寺で行われた茶会に、協会で日本語を勉
強している外国人と講師、計 16 名が参加しま
した。参加者の中には初めての茶道で、作法や
正座にとまどう姿も見られましたが、おいしい
お茶と和菓子をいただき、貴重な体験ができま
した。お茶会の後は鶴林寺内を見学しました。
立派な寺院と美しい園内を巡り、日本文化に触
れるいい機会となりました。
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（8／１5～8／２2）

（6／8～6/１１）
加古川市の友好都市である中国・桂林市から
4 名の医学代表団が、加古川中央市民病院開院
記念式典への出席のため来日されました。
滞在中には西市民病院や市内の介護施設を訪
問し、医療を通じての交流を深めることができ
ました。施設での見学では、設備面だけではな
く、日本の医療や介護制度の説明に熱心に耳を
傾けておられました。

市内の学校に通う中学生 10 名が、姉妹都市のニュージー
ランド・オークランド市を訪れました。
気候や言葉、文化も異なるニュージーランドでの 6 日間の
ホームステイでは、慣れない環境に緊張する場面もありまし
たが、積極的に英語でコミュニケーションをはかるなど頼も
しい姿が見られました。現地の学校訪問では、日本の歌を披
露し、同世代の生徒と触れあうことで異文化交流への理解を
深めました。また、先住民族マオリの歴史や伝統文化に触れ
るなど大変貴重な経験となりました。

訪問先の学校で記念撮影

開院記念式典にて

（7／１7）
「外国人のための日本語講座」や「日本語
プライベートレッスン」で日本語を勉強して
いる外国人と講師やその家族が集まり、なつ
まつりを開催しました。11 カ国７１名の参
加があり、会場はとても賑わいました。参加
者が持ち寄った各国の料理を囲んでの会食
パーティでは料理を交えて交流が行われま
した。会食後は、輪投げとビンゴゲームをし
て、会場は大いに盛り上がりました。また、
盆踊り講師の指導のもと、全員で「炭坑節」
と「ビューティフルサンデー」を踊り、会場
は汗と笑顔に包まれました。浴衣や法被を着
て、日本の伝統的な夏の文化をたのしむこと
ができ、忘れられない一日となりました。

なつまつり

いろいろな国の方と
交流できる機会があ
り、良かったです。

輪投げで大盛り上がり
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語学講座
毎回あっという間で楽
しかったです。もっと続
けて参加したいです。

「One Drop」の活動により 2016 年１月、バングラデシュに小学校が開校し、20 名
の生徒が入学しました。学校建設は、代表の大西登志子さんが学校へ行かずに物乞いをす
る子どもの姿を目にし、
「貧困の連鎖を断ち切るのは教育」との思いから始まった活動です。
現在は、音楽や体育などのカリキュラムを充実させ、子どもたちが心身ともに豊かに成長
することを願って活動されています。2020 年には全校生が 100 名に達することが予想
されることから、教室の建て増しにも奮闘されています。
One Drop とは…
バングラデシュの教育支援を続ける団体。学校建
設の他に、資金面での支援をする里親奨学金制度の
「MINAKO」や、実際に子ども達の様子を見に行
く「教育支援・スタディーツアー」なども実施して
いる。また、日本国内でも、バングラデシュについ
て知ってもらうためのイベントを行っている。
これらの功績が認められ、2016 年 10 月、文
化や国際交流などで貢献した兵庫ゆかりの個人、団
体をたたえる「第４０回井植文化賞」を受賞した。

出会い
これまでたくさんの方達と出会い、一つひ
とつの出会いを大事にしてきた大西さん。バ
ングラデシュの方との出会いだけではなく、
「One Drop」の活動に参加してくれる友人
や、新聞を見て支援を申し出てくださる支援
者など、たくさんの出会いの中で多くの人た
ちの善意に支えられていると大西さんは語り
ます。

子どもたちの成長
出会うたびに子どもたちの成長が感じられること
が大西さんにとって何よりの喜びだそうです。サポ
ートを受けると、安心して毎日学校へ行けるためか、
子どもたちの表情が明るくなり、成績もよくなって
いくとのことです。
「まだ多くの課題が残りますが、現地の人と相談
しながら着実に解決していきたいです。
」と語る大西
★One Drop の活動を詳しく知りたい方はホーム
ページをご覧ください。
http://onedropbangladesh.jimdo.com/

さん。子どもたちが心身ともに豊かな人に育ってほ
しいという思いを胸に日々活動に励みます。

★当協会でも、身近なボランティアとして、ボランティア登録の受付をしています。
興味をお持ちの方はお気軽にご連絡ください。
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2016 年 6 月 3 日(金)、ひょうご国際交流団体連絡
協議会総会が神戸市で開催され、加古川市国際交流協
会「日本語講座」
（毎週木曜日、夜間開催）が、「草の
根国際功労賞」を受賞しました。

1994 年度に在住外国人への日本語講座がスタートし
て今年度で 23 年目となりました。その間ボランティア
講師の指導のもと、およそ 800 名の外国人が当協会の日
本語講座で学んできました。今回の受賞は、ひとえに熱
心に日本語をご指導していただいたボランティア講師の
皆様と、一生懸命に勉強された外国人の皆様のおかげで
す。
当協会では、これからも、
「日本語講座」を充実させて
いきたいと考えていますので、今後とも、ご支援、ご協
力をよろしくお願いいたします。
日本語講師を代表して中田有紀さんに表彰楯が授与されました

あなたも外国人に日本語を教えてみませんか・・・？
日本語ボランティア養成講座初級Ⅰのご案内

興味をお持ちの方
はお気軽にお問い

協会には、たくさんの外国人の方々から日本語学習の相談があります。

合わせ下さい。

日本語指導に興味がある、または現在指導をしているけれど、どのように
教えたらいいのか分からないという方、この講座で教え方のコツを身につ
けてみませんか。
日時：2017 年 1 月 14 日～3 月 18 日(※2 月 11 日を除く)
毎週土曜日（全９回）午後１時３０分～午後４時３０分
場所：加古川市国際交流センター
内容：初級レベルの日本語文法・構文のポイントを媒介語を使わ
ずに（外国語を使わずに日本語で）教える方法を学ぶ。

グループで勉強中です

また、模擬授業を行うことでより実践的な指導方法を身に
つける。

※申込方法等は『広報かこがわ 12 月号』に掲載予定です。
また協会ホームページにも 11 月下旬に掲載予定です。

最終日は模擬授業を行います
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２０１６年度後期募集講座
ふれあい国際料理講座②
１1 月５日(土)

ふれあい国際料理講座③
１２月３日(土)

外国人のための日本料理

アメリカ料理

講師：坂尻幸子さん
対象：中学生以上の外国人
内容：鮭ご飯、ふろふき大根、だし巻き卵など

講師：ジェームズ・ボリンジャーさん
(アメリカ出身)
対象：中学生以上
内容：チリコンカーン、マカロニアンドチーズなど

募集締切：１０月２３日（日）

募集締切：１１月２０日（日）

事業計画（予定）
12 月 11 日

●ふゆまつり
●日本語ボランティア養成講座初級Ⅰ

1 月 14 日～3 月 18 日

●障がい者海外派遣

2月

●青年海外派遣 (募集締切 10 月 23 日)

2 月 12 日～23 日

●外国人による日本語スピーチ大会

3 月 12 日

8 日～15 日

それぞれの事業の詳細はＨＰをご覧ください♪
また電話でも気軽にお問い合わせください♪

使用済みの切手・ハガキ等の回収

国際交流センター利用案内

使用済みの切手、ハガキ、インクカートリッジ、プリ
ペイドカード、外貨コイン、飛行機の搭乗半券を回収し
ています。ハガキは書き損じのものでも結構です。集ま
ったものは日本国際ボランティアセンターを通じて、東
南アジア諸国の振興に役立てられます。協会まで持参い
ただくか、郵送してください。皆さんのご協力をお待ち
しております。

●貸館時間 ：午前 9 時～午後 9 時
(日曜日は午後 5 時まで)
●休館日
：毎週月曜日
(国民の休日等が月曜日にあたるときはその翌日)
●使用申込 ：利用希望日の 2 ヶ月前の 1 日
(休館日の場合はその翌日)から申込みを受付けます。

（公財）加古川市国際交流協会
〒675-0017
TEL

加古川市在住外国人の人数

加古川市野口町良野 387-1

079-425-1166

FAX

（２，４７５人）

079-425-0200

ホームページアドレス：http://kakogawa-kia.or.jp
Ｅ-ＭＡＩＬ： info@kakogawa-kia.or.jp
協会活動の紹介や参加者募集のお知らせを掲載した
ホームページを公開しています。ぜひご覧ください。

1位

韓国

８７８人

2位

中国

４７６人

3位

ベトナム

２５０人

4位

フィリピン

２３０人

5位

ブラジル

１７９人

2016 年 8 月末現在
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