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上関官省海外添還にて

中友情年海外派遣にて

<t右中学生海外派過にて

下目怠題倒庖での七夕まつり
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4月ノ 外国人のための4月! 日本語講座開講
、 ~ (4/6-理3/8)

hi~ ^' 1I制 11 Q)i主に， TIi内近郊抽 (fの外国人が

H本訂?を学ぷ本調N{も 1:~ .1f. t Iを迎んま Lた。

J首席にあたる先，]:.は.当協会のH本日ft是正fIボラ

ンテ ィア "ll~ ，正 "i'll l'i~ などの修了者で、 .jJt lill :r ~，、を

a民ら LたfI!l!i (ドJ な t限震を JJ~mJ L て いま ~9 .. ~I.:. iA: 
は初級 ー初'1'級 '1'級クラスのレベル})Ijに分か

れ、1"lloも均的もさまざまですが和やかな芥ItlI
%の小で熱 レに 11本誌を学んでいます。また授

票以外にも山の じタまつ り、年のク リスマスパ

ーティーな どクラスを越えて交流したり 、1tl終
刊lはプライ ベー iレγ スン受講者も加わり、 -

<1 の~{:W成品をス ピーチで世主した り L ました。

bノ2?とめム①

2 

羽田亡苅ることが事くてとて

苦興匝環申ったで写.今度コ

ロンピ?のコーヒーE買って

蝕んで説ます.

こn市吉苦いろいろ谷閣の人

のお話在聞いて臼Eいです.

4月ノ ワイタケレ市学生訪問団輔
、 .7 (4 22-5 2) 

ニュージーランドの姉剖都市より引本計 2?'rと"1:/1=.1 0 

れが加山川rJiを訪問j

し、 ドームステイL

ました。rEイ1:'11は、
制林 12 や M~路城なと

を1!.';!:したり.且2十1・
や鋼tすき に挑ijmして

日本町(j、統文化にも

触れました。また、

日LjJlla;J校を訪IIHL
授業に事)111するなど、

川川代的外1'1人と交

流できたことは お

りいによい刺激とな

ったようです。

~~開??
め

'1'1主12.11':1見から

l.4'iまったl品会，1'. fIIi町
山学班出。n・111の
今<1'1.立は、 トラベル

英会活、 '1'級:jJf会1日

初級qqli13語、 1))紐ハ

ングルをIJlJ沼LまL
た。 受講~I は、外l ‘l

人講師から甜たな d
却を教わるだけでは

なく、そのl吋の文化

や't" /廿lなどの民主化も ~f' んでい ま す.. 1 51fi1の講出掛了後也、

'1:)11)/を続ける熱心な自主グループが11j:.11誕止 しています。

1Ji!7~ll 
ティータイム

間l棺F剛4、...凶

今川町ゲス トは、コロンピ

ア/1¥身のf正11エルサさん。 「

内りの1¥'舵衣装でエル吋 さん

が扶助すると fかわいい !J 
「お人形さんみたい」と事加

者から拡11Fがー1:.;がりま Lた。

コロンピアの生前文化 社官、

日 本との峨々な '1~1'¥{'[の迎いな

どについて訓 Lていただき.

また宰加者からも掠んな11[川
がな されま Lた。特始和やか

な拡1tll!，.1のIJr，~:: しいひとと

きを過ご しました。



8月j第16回加古11附δ月/ 中学生海外派遣
、 -:7 (8/4-15) 

di内科'1'宇校を代表して、 1 2 1'1の派3自生が今年も

柿峠郎iliニユ ン ランド ワイタケレiliを訪問1Lま

した。

ホームステイを通じて、同l止ftの外|吋人と触れ合い、

'L、を通わせることができたことはχきな向れとなりま

した。ニュージーラ ンドの雄大な11然を'rt1it!こ、さま

ざまな体験と先見の充実した11}:11。さよなりパーティ

ーでは別れがたくて涙ぐむ~I:. íitの事も

この感動を忘れず、 i't重な経尉‘を泊かして、 11本と

ニュージランドの友好交流の梨け怖となってほしいも

のです 。

8 第15回加古川市
内同/ 青年海外派遣
~ (8/2-12) 

市内の I8 - 30此のW.11を刷妹都iIiのブラジ

ル。マリンガ市へ派itIするこの'1>接、今年は引半

をf守的 4拍が参加しました。飛行機を乗り継草、

約;~ 011剖川かけて姉叫者liiliマリンガTliに到着。4
日川町ホ ムステイの問、広大な J~~jJ.出で収般の体

験をしたり、大字 H本11計二f技などIP な施設を

filill¥J Lました。また、 H本文化を紹介するχきな

イベントにも参加し、忘れることの山車ない辺町i
らしい思いIIIを作りました。その佳、イグアスの

i屯やリオデジ弓ネイロ ~.~を 見学し、アメリカ オ

ランドをキ内IILて#1;1]1Lました。

~ノ明知アー
今回lは20 ~乃の 1ïが肺叫、都市ニュージーラノド ワイタケレiliを

訪問 ワイタケレ市役所のl1r庁??オープニング式典に参加し、交流

を深めました。また、ミルフォ ド サウンドやクライストチャー

チなどの町;"mをはどfしま Lた。

9月ノ ニュージーランド姉妹都市協会.y J'1 ブライアン・クロス民衆訪
~ (9/20) 

ニュージーランド姉妹都市協会のブライアン クロス

11:が、ニュ ジーランドの各部Tliと帥剖、制;m関係を結ん

でいる H本の都市を調frするため 加古川市を訪問され

ました。
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10rJマIJンガ市駒込脇氏来訪
\ー~ (10/3-5) 

姉妹都市ブラジル マリンノ'fi!iかり駒込柑彦氏が11111'1
川市を訪日lされま Lた。 311111Jのホ ムステイの1111，i!i 
民主敬訪問や炭焼研修な どの 11本の文化や技術を半ばれ

ました。

10JVふれあい国際料理講座
~ (10/14・28、日/18)

l止鼎各|吋のお1'11;1世の家嵯料思lを学ぶ 「ふれあい国際

科目!講lliJ。今阿はナイジエリア スコットランド <1' 
臣l科且!に挑破しました。身近な食材を使つてのレγピに fIF
速までも 作ってみますJとの71vが参加者から間かれました。

ご-*l屈でも、ぜひ坑文化の昧を科、殺してほしいと巴いますロ

10ノ ワイタケレ市1 flFI/ ジョン・マッケイ氏来訪
'-~ (10/2]) 

姉妹出iljニュージーラノ ド ワイタケレiJjかり都市;;1

刑政1~ ジョン マ ッケイ l¥;が加古川市をJ}j川 されました。

訪来氏ンカン
市
、タ
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川

ヶ一

寸

タ
ヤ
…μ

イ
チ

ν

ワ
リ

ω砂
姉妹都市ニューンーラ ンド ーワイタケレiljかり1'1際交流謀長リザベ i ダンカ〆氏が}Jlli'l川市を ;iJj

JII]されました。iljlU<枇 ，1Ji川、間辿古l日告との対娘、 I向工会話号f~r羽川な ど干，" '0:;&な時間をすごされま L た。

&ノ?lff;Lム②

今Mのゲストは オース lラリアtll身の

リサマリー ターリ ァクさん。 日本とl叫

わりのよ主い国ですが、 J}:外と知られてU、な

いこ とも多く、グループ対抗のクイスでは

事加者から「雅Lい!Jの711も聞かれまし

た。その佐、リ<)さんlニ4並々なことをお訊

いただき 、オース lラリアについて年ぶよ

い機会となりま Lた。



‘ご，'-

JJJノTf静 遣 団 来 訪

!it(川氏ー1.111にと 4れのマリンプf市1'(.11の{まか、マ

リノプf市で建設中の 11本J正|剖辿ll1!関係者が来日L
5 [! II U1J11 I!îJ l l ï! i( こ f:~:{i しま Lた。

W-{j述は かつて加古川市からマリノプf市に派遣さ

れた N{I~宅にドームステイ L 交流を深めま Lた。

出イ1:1[1は市内外の施股比一fや休験学習をしたりする

など たくさんの思い山とともに焔回しました。

占 〆円安骨子7???成講座

外同人にけ本訂?を牡えるifji.if者を北Jii-tる本山町出。一1111]時Il¥Iというハードスケ

ジュールにもかかわらず、ノ?イ1.1立も :1G もの~ngを i 川るL[，募者がありま Lた。講

義では英ll行などの媒介Bi行

[参加者の声]

を悦わずに 11本，;丹で 11本

加を教える力訟をq:'，lflo

l t終回には 外同人に生

徒役で参加lしてもらい、

悦慌授業を行うなど、実

践的で官皮肉決い内科で

した。講義を修了した受

講当 には ボランティア

講削と Lて協会の 11本語

摘出やプライ ベ}卜レ ッ

スンでの前U~が則的され
ています。

自分自身が日本語在

再勉強する禍告に日

リました.

畳腕吉tJi~勝にデモ

ンヌトレーションず

吾のほ、すごくいい

巧法だと患い苦した。

2月ノ第
15回加古111市

Z日/ 障害者海外派遣
、 -~ (2 6-13) 

今{jは8才tのilR泣:':1と医川を合むヲlLト81:l/r' ニュ

ージーラノ ド ワイタケレ市へ派遣されま Lた。IH珪
までに、英会おや信iil'r訓制などの研修を経て、1'[且の

1，1でのびのびと車問やヨットセイリ ングなどを』1 しみ、

ニュージーラ/ドの才、 u献を t品別 L ま Lた。 ~Î" [ III はロ

トルア、ワイトモにもJιを延ばし、京へと吹き iがる

間欠叫や鋪乳削の<1'で1442Eのように師くツチポタルも

見学しま Lた。また、先白 lclj)，マオリの文化にも触れ、

伝統的締り「ハカJも1.1G体験しました。

11.!5iしを向性れての外川での生前に、みんな最初Jは戸惑

いながらも、 jJ!地の人ノ，のおおらかでやさ Lいけ応に

感激いっぱいの旅になりました。

5 
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l宝l際料理f北m!のレシピの中からわ1'

¥一二一
J

一材料10個分一

度

.薄力粉 400自

-ドライイースト 5g 

-ベーキンタパウデー 5g 

.卵 (Lサイズ) 11国

-水 100-120cc 

.砂糊 30g 

異材

-古い換苦ミンチ 100g 

-マイヲケ 1パック(100g) 

-玉ねぎ 小11国
.白羽ぎ 1/5本

-廿ラヲ，由 40cc 

-しょう油 55cc 

-がたくり粉 大古じ1

.卵白 卵Lサイ丈1個分

-しょうが 適宜

.昧の素 適宜

「国際協力事業団 (JICA)
ボランティア募集中」

..置・
~皮~
① ビニール袋に薄力粉.ドライイースト、ベ キングパウヲーを入

れてよく仮口、まさった己ポールに移す.

@ 水を約35度に渇める.

@ 円'1のボールに，Eめた水、卵、砂胞を入れて告で混ぜる。

④③を①に入れてよく混ぜあわせた後‘40度に予翻したオープンで

約1時間発部させる。

⑤ 発glb'終わったら.司ーブンか己取り出し、 きれい芯調理台の上

に打ち粉をして さらにこねる。

⑥⑤を陣状にして10等分に切り分ける.

① 切り口を上にして台の上に置昔、手で丸い形になるように上かう

押さえた後商棒で丸くのばす.この崎 真ん中在厚めに、外側

が薄めになるように伸ばして、皮を作る。

~具材~
① マイヲケをさっとゆでた後、マイヲケ.玉担ぎ、白ねぎを全てみ

じん切りにする.

② ポールに材料と調味料全てを入れて、よく混ぜる。その時、一方

方向lこJEぜるようにする.

具を皮で包んだものを10個作る。それを水在入れた蒸し器に並べる。

蒸し器在翠本に白、け、沸臨してかう約15分蒸したらできあがり l

青年海外協力隊
海外ぷ五ィア

鈴 40説-69読まで
JICAボランティ?は、途よ固で世界の人たちと 絡

に由吉、お互いの妓術、 知識.経駿を活白、して国づく

りに協力しています.まだ、とちに容らすことを通じ

て、日本との交;nlの樋渡し役にちなっています。

年

応募資絡

~mu問問

20i11-39t:lまで

上配年齢であり日本国居をもっ心身ともに恒Jll忽方

年2回 m .l*l 

現在JICAでl耳、以下の要領でボランティアを繋現し

ています.
話週間間 即日1)としてE年 1年'"いし2年

その他相談会等も随時実施しております.詳細については、下記へお問い合わせください。
国際協力事業団 (JICA)兵庫電話 078(261 ) 0352 

なお、 JICAホ ムベ ジでも説明会や持集についてと義下司しております.
ホームページアドレス httpl!www.jiCa.gO.jp/ 

財団法人加古川市国際交流協会のホームページ
財団法人加古川市国際交流協会では、協会活動の紹介や参加者諒銀の品、知己せをi呂載した

ホームページを公開しています。ぜひと覧ください。

ホームページアドレス http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/hp/kokusai/index.htm 

' 
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自鵠仇をお結いします。

，4 11と身体とハートの大きな ジョンです。日本に来

て 10.11 以 l たちますが、あまり II~本‘
) :) ありません。でも1戸白uIは大きいです (う主え乙ω

間札 、山う

加古川市の印象はつ

，4 1'1然 (出 111・111)がたくさんある L、大型ン ヨ

ッピングセンタ ーもたくさんあって'1.'.r.~iするうえ

でとて も 1~ fIlです。 加古川市のイベントで一帯大

Mきで毎<1楽しみなのが立のお務りと花火大会です。

航路市に悦んでいた時から叫にきていました 1

山日 前

日本語はどのようにして覚えましたかっ

，4恥ずかしながら.いまだにあまり l話せません。干

fI~よ り 先に 11 本請を yll得 Lたかっ たのですが.今

は2人の!l¥が荘、の先生です。

Bf部首市で長冨する第で詰ったことはありますかヮ

身 以前は、耐院で刷、 ~1J' :!lf :mがら:わらず|羽ったこ

ともありま Lたが、iは近は多くの ドク ターや石、f直

ーl さんが英，H? を~I[附 Lてくれているので 安心で

きます。強い味方です.いつもありがとう!

Bfぎl官市で韮還する詣で菜しいととはどんなこと

ですか?

身 昨年、典文化交流と Lて市内町小字校や品校で授

:1，を LまLた。みんな日をキラキ ラさせてナイ ジ

エリアについて興味を持ってくれたみたいで、と

てもうれしかったです。本当にiい、経験になった L

また機会があればJJjIIll Lて.子 fltの時代から世叫

に日をII'Jけてもらえるキッカケづくりに協力 Lた

いですね。

~在住外国人紹介のページ~
今回はナイジェリア・〔工ド州〕出身の男性ジョン

アヒンパレさんにお話をうかがいます。

事衛力説誌になっていることはありますかつ

身 たくさんありす吉るよ(笑}

で也、一帯は (-flt的成長です。

通菊まどのように金としていますがっ

局イ/:'1>が多いです
川 刷刷

ナイジヱリアの紹介をお願いします。

身 アフリカ大陀の'1'でふ大きくて、人口が-11，多

い国で九 36の州に280以 lの民族がtlんでおり 、

それぞれ独rIのJ出を もっています。車では 1'1分

の民肢の口説を使いますが、 JUIJJliは英語です。

叫(rlllを多くlCll¥l. 1 1 本企;J~ も数多く進出してい

ます。現弛 ナイジエリア杭{Jの 11本人は約120人

といわれています。また'u'/Jのすイジエ リア人は

約2.000人いるようです 。 IJ '~/ 校のJ畳需でも紹介L

たのですが.私的l~b~の訂Mには U 本語と l司じ説

みや同音Jltがあり ます。たとえば、雨はアメ、 1聞
はナベ、命はイカサ まだまだありますよ!おも

しろいでLょ?

" 初

おすすめのナイジエリア料理はつ

，41マ トンチューです。野菜やlH勾 鴻肉 仙をJ~， 
にトマト ベースト で買込みます。H本人にもおい

Lいと大好却で寸 。
1;5'} 

どん芯夢をもっていますが?

，4 ~附加さま f.: 11本にきたことがないので、桜町時l自l
に4ll待 Lたいですね。あとは. 11本のお父さんや

荘理的目白とナイジエリアに行 って#、の BIG

FAMILY (大家b)nを利介したいです。
虻，わしみん 叫

加古川市民ヘメッセージをお願います。

身 グローパルな人川になるためには、海外で生活し

ないといけないと思っている人もお 勺れるよ うで

すが、加古川Tliにはが:J2.30白人的イι日外1'1人がいます。

#.たちも加古川の}jとお;ViLたりすることで、日

本訴をマスター Lたり生の日本文化にふれること

ができます。です から.興l功、のあるプJは私たち前

11 外同人を典文化交流の部~~に t 平に 利1lI して

ください。英会加をや!っているお干さんも、かな

りmえてき ていますよね。お3くさん おIJさん、

公l量lや道で外1'1人に/1¥会ったらお子さんの語学7)
を試してみられてはu哨‘がですか?

7 



新メンバー募集
国際交流センヲーでは‘さまざまな自主グループが活動しており‘

下記のクループではメンバーを募集しています。詳細は代表者にお問い合わせください.

板民幸子 079-426-7158

伊寝室子 079-235-1938

中級 木 19崎-21略 梅$永子日79-422-33日7

中級

中級 |土 10時-12時 竹冗 弘 079-492-3801

中級 |土 1日時-12時 堀田 E雄 090-3860-4417

初級 木 9時-10時半 川崎 畳 司 口79-438-0022

初級 土

初中級 土 13隠-14崎学 |高橋 宏明日79-436-4158 

中級

中級 土 9時-1時半 |田路輔 079-422-70

713 

初紐

初級 木 13時半-15時 相固まゆみ 079-454-1207 

、
( テレホンカード・古ハガキの回収 ノ

使用済みのテレフォン力一ドや才レンジ力一ド、古切

手、外貨コイン在回収しています。ハガキはl'lきj員じ

砿ど古いものでも筒備ですoUJまったものは日本国際

ボランティアセンターを通じて、東南アジア諸国の復

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.皆さんのと協力をお待ちしております。

「一一←盲助会員要亙二二二二
協会では毎年‘国際交流活動や外国人の受け入れ事業

主主ど、告砲事混在ご支置くださる貸助会員を募集して

います.会費は顎業貨の一部として活用させていただ

きます.

.年会白 ・申込包

個人 1口 2.000円 協会事務所、市役所

団体 1口 5.000円 案内芯どにありま音。

法人 1口 10.日口口内 鮮しくは協会まで。

*会員には、指定旅行社の優待割引申ij'~. 事業菩加出I

の割引主主どの特典があります.

10崎-12時 山本 箱 作 079-428-1 055 

19時半 李

ボランティア募集

協会の1)l鍛をお手伝いしてくださるボランティア在募

集しています。
・語学ボランティア

告極交流r.n撲での通訳、ガイド及び競訳

.告lill廿ービスボランティア

日本文化の紹介、外国人への日本語指辺砿ど

・ホームステイボランティア

外国人のホームステイ受lブ入れ

国際交流センター利用案内
、

国際交流に閲する会議、研修、催し等への施設の提供

をしています.
・貸館時間 午前9時白、ら午後9時まで

(ただし 日蹴日は午後53寺まで〕
・休館日 毎週月曜日。(ただし、国民の休日等

が月曜日にあたるとをはその翌日)

・使用申込 利用希望日の2ヶ月前(休館日の場合

はその翌日)かう申込みを受け付けます.
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