
c-加古川市国間協会 日DC¥.轍
K山1;:1¥¥;11m叩川iurhll̂ 叫にialiun 111.五.品、C::::I"'l 

CO>lTENTS 

以刈9{1 ~世 I kr~~古城，.11州。J~:i'it'l介

[.[陪科Jll!.1l剛レンピt:l介

2叩9'[ 位 r~l ~~ 主出出件陥;lli父流司'1':1";巴制介

特臨時金U~lliニュージーランドワイタケレ.Ji.Ii制加川，[

[ LOもE K.c¥KOG;¥¥¥'A 

イノフオメーンヨン

2-3 

5

6

7

 

d
MY 



2009年度国際交流

4月

事業紹介

外国人のための日本語講座
開講(<1/2-拙 7)

'1 ごとに白 11 件I ~I人が増加する ・ l九日l講 16'1' 11を迎

えますます司i~の尚 ま っている本岬出。 今勾 !立は過

去III多 14州 市o人の外l=!il人が丑J押しました。協会ポ

ラ〆ティア調附のJH唱のも と、 Mぃ11も調印、11も牡

虫にi画って熱.Lぺニテんでいるうちに.ht初IJIま全く 11
本自由が話せなかった人でむ 日常会l日ができるように

会り 、 「もっともっと日本ili油川下にな りたむづと

がんばっています.また、 uには じタまつりを1'1fIIi 

L 日本文化に触れたり 、冬にはク リスマスパーティ

ーでクラスを也えて粗陸を探めま Lた。講出Ia終[，，[
では 11本請のスピーチで-{!のほ出を~j<L ま した。

SJJ 語学講座
(5/13-10 2J) 

ド成 12"I~J!tより

始まった協会 HIii
の 「品学，JtI4Uで

は、 今!.1'J!tii、や

り11'(L ~)J組県古川

'1'組英会，'Ji.初

紐ハノグル的 1，./1

隔をl問調Lました

この講出をきっか

けに."1グループ

を結成し、 151叫の講出軒 JI査も多くの企品'1'.iJ:q:'，'マを継続してい

ます.

6JJ ふれあいティータイム
(6/7) 

出向j!i:剣;1.:11の外

l司人をおjllきLて出

身I~ Iの 1;請を L てい

ただ〈ふれあいティ

ータイム。今l叫のゲ

ストは 「俊英みの

I.IJと向;されるタイ

出身のJ品位オラチョ

ウン さんo lehl:1{珪
でな助したオラチョウンさんが_ rサワッデイー ヵ 」と7::iIIi
で快持されると会場はなごやかな詰川公に。タイ町教育 結帥

家!i!'J;:iI~.などさまざまなことについてお話しいただきま Lた.

10 ふれあい国際料理講座
υ }j(10 1724、JJ 7) 

今'<1院は.フィリ ピン ニュージーランド 1.11'1の家嵯科聞をおi介

Lました 止を通じて、文化やJJ，~~とを .h WIJ見ることができました

OGD今回作ったメニューがらの出題問。伺醐け る開つ

①フィUピン料理「力ルデレータJI~_ フィリピンがある園に統治古

円たことにより広まった料理です.ある固とはつ
②ニュージーランド料理 rHブロHJI~メレンゲのケーキですが.ア

ンナ パブロワび1926年に同国で公演した時考案されたと缶えう
れています.古て彼女白隠盟国つ

⑤韓国料理「キンHブJ1副司図式のり普きですが酢飯を使いま世ん.
IW 口に塩と何でご飯に時をつlフるでしょうかつ

、。，苔え1.3ページ下

[著書
4月 外国人のためのB本語前座開舗(全:19回 10月国際協力セミナー

5月話学掛座3騎座開講(告15回コース 10月ふれあい国際料理部座(3回コース)

日月ふれあいティ タイム 1月日本舘教育ボランティア養成講座
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日本語教育ボランティア養成講座
( 1/10・17'31、2/7'14'2] '28) bJ 国際協力セミナー

(12 6'13) 12n 
外I肱l人にII本li日を教えるHii，t;(.('i'を長成する本謂叫には、今今 J立

ち 361'，的非~~を 1".lu] る止、耳目がありました。 この請出では、 丑身

ご講z住を聴くだけではなく 外I ~I人に ~ti/ti止で事)111 しても勺い悦

f旺1:2震を " うなど、 V:践的で削丘町g~\i lNJ牲が民間l されました。

抗出を修〕した企岬~I の多くは 協会主仙の11本;m，1WtEやプライ

ベー iレγス/でポランテfヲ』川として的制されています。
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Iじ山i'I"勾 t毎タトfI陥品!Jド抜と LてI凶目1誕されたIi壬お4必IlきL、

i体与凶慰験主談を削〈ことを通じて rI時哨L1

苦える2い川lコ一スのセ ミナ一を間川111仙](L-ま Lたο 骨段

;wれる機会の少ない尭民注川司の]J.JWを知lるl'UR
なl毘会となりました。

党主奇ことがき5く亡大歪でしたが、自分の

日本語を顕臼るいい柵告におりました。

第1図 第2固

関節 オく沼慶史 久恒充子

派遣園 アフU力ザンビア 中米 =1Jフグア

問 柑i I!r;:史料招師 日本!IH!.1師

-*-ずも、、司F

間坦京協
~草お忠芸同
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@2ま旭

~・。 米を洗って 弘、し白、ために炊く。

@ ソセジたくあんは細く切る。告ゅうり にんUんは叩く切り、塩を

ふる。ごぼうは細切りにし、 ア?を取るため水に古5しておく。サラタス

ティッフは縦半分に切る。

00のきゅうりを洗ってよくしぼ口、キッチンペーパーで水気をふきとる。

O鍋にとぼうと少量の水を 絡に入れ火にがける。やわらがく芯ったう、し

ょうゆ大古じ2、砂田J小さじl、牛肉だし小さじlで詞間来する。;十気がなく

在ったら、 小古じ1のごま油を混ぜ合わせる。

@ 卵在溶いて少量のj~を加え、熱したフライパンに流し入れる。片面力、t則才

た5ひっくり返し火を止めて余煎で焼く。焼きあがったら 細く切る。

O炊けたと飯を大きいボウルにとり、 冷ますc j~JJ \さじ 1 こま油大さじ2

を加え混ぜ合わせる。

。 のりをザラザラの函を中側に、縦が長くなるように菩音質の上に置昔、そ

の上にOのご飯を苅くのばす。

。 中央に具をのせ、のりの上端に水をつけてしっかり巷く。

01士上げにのり巷告を切り とま油少々をの口巷きの上にぬって、

ふればできあがり l

苦え ②パレリナ①スペイン

↓

υ

本

力
的
以
個

窓
袋
本
間
ば

本

宮

宜

E
宜

宜

宜

3

6

2

2

1

1
1
1
通

過

通

過

週

適

料 一

-米

・のり
.卵
.ソ セジ

.ザラタスティック

.きゅうり

・にんじん

・=ぼう

・たくあん

・塩

・しょうゆ

・ごま油

・臼とま

・牛肉だし

(ビーフ コンソメ)

ー材



4 

8月 ワイタケレ市長来訪
18/1-5) 

支流事業
紹介

ワイタケレ'ilio)ドプハ ヴヱイ dH去とご了也のフレイ

。ザー ハーヴェイ11:が加山川市を;wlmされ現時をi主的句

れました。

10月

て寸

第37回パラナ友好経済使節団
来訪00/j) 

プランル パラ jド州よりアン|ニオ l:~fパラサ I r /(ril"iiT . 

会議所名併合副をはじめ、 20れの時前人~，'}1J叫~Jみされま L :
.ず
~。

10J'J 第5回パラナ州経済視察団来訪
110/21-22) 

I ブラジルパラナ州議会的州晶弘ι議Uをはじめ叩抗

の経済人事が米泊されました。

: 8)J 第19回加古川市中学生
海外派遣(8/3-15)

Ilj内科 '1 '学校を It占 Lて 、 今'1 も l :Lれのj!f(ii'i: ~Lが帥剣町;

Iljニュージーラノド ワイタケレi!iをi出ドIJLました。ホス

iファミリ ーとの初Mlfliでは、 「緊以して i平〈話せなく

て小災になったJ という ilíbtì~1ーもオームステイゃ7 校，wn日、

多おなプログラムを辿じて現地の人と触れ合い、也、を辿わ

仕ることができ 弘IH~IlI ，~には阿りも いlりも成Hしたよ

うですe この1'('f(な件貯と感動を忘れず、いつまでむ父流

を続けて加古川rljとワイタケレrljのι肘の架け桁になって

はしいものです 。

8J-J 

-ー・ー... 

第18回加古川市青年海外派遣
(8 6-16) 

l!iI)'Jの，'j':1iを州叫 郎iliのプランル マリンプ1市へi!Ri立す

るこの J'提。今'1は6i'，のí'f~tó 1'J'事 1111 しました。 飛行|慢を
Jf~り継吉、~':130 附 IJかけて翁h排出ïliマリンガï!iに到。o -， 

H川町ホームステイ的問、 ilil長丘散J!i1:lJや大学 H本JitT 
校など峨々な施設を，WHllLました。また マリ J プ'jr!ila)'、

のイベン lである 11本文化祭にも害IJII、ぷ川均しし吋I.v、111
をIjることができました。その(1;:，イグアスの沌やリオテ

ジベ ヰイロ喝を!'!:'[:L、アメリカ ニューヨークを長引lし

てf.a[同しました。

。・・ .... . 



1]JJ ワイタケレ市制20周年記念
訪問団(10/2ト II 5) 

ワイタケレIlrl!i制20同年l氾念式典に草加けるために

I年本 IljJ ι .r， ~I: ， ii'H~をp，-む5名のJJj川川が~Ij(l.l即 dj ワ イ

タケレ IIiを品~ I III されました。 JJll íll-JIJ 111'からは、 r 'I '~ I 

のHU を 1~;":~I.!. Lましたs

日ベ ジの特集記事をご覧ください.

: ] JJ マuンガ市青年海外派遣団来訪
(j 21-25) 

松111 ネルソン日lJ~を吉む4j図的づ IW'r. と 6:("， 0)マ リ/

ノ'fr1i t'パが米1IL 、加古川市に;Wfl:Lました。 ，'I":¥fi主

は.かつて加山川市からマリンガi1iに派遣された I'i-{I

tιホームステイL，IIr1HUという Mい仰l川でしたが、

交流を涼めることができま Lた。 i':~Ú : II' は dj内の純設

をII苧したり茶道を体験するなど、 たくさんの思い111

とともに耐IIiJLまLたG

:]] JJ 賛助会員ツアー
(J 1/16-22) 

回は21lr，O);j;>)・巷1111L ベ トナム とカンボジヲを品川L

P た。ベトナム ハロンir'.iやカノボジア アンコールワ ッ

をは ?L凡IHJを!ムめられるとともに、スサグイクマエイ)A

9~院を訪問I L. 1<lJII喝をお附Lました。

: 2rJ 

. . 

第18回加古川市障害者海外派遣
(2 4-11) 

今'1は8t.の派jJ1 '1 と l~仰を frむ引守 8tdl' ， ニュージーラ

/) ワイタケレ ，!iへ派泣きれま Lたo ~J凶Iに耳会IMや予ー

プルマサ 、mirl.W町制などの研修を経て、いざ8111111の脱出

へII\ ~ι 現地では l明りつける.rOlの太陥0) - 1 、 jf~.1，lりやヨッ

トセイリ〆グなどを Jじ討し、つl:r，、楽しみ ニュージーランド

の大 11 然を i向明 L ました。 また、先日=1~マオリの文化が色(程

く成るロ トルアにもjιを延ばし。マオリ伝統の刷りにも挑世

Lました。

組Iしを離れての外l川での~1 '.Ì'fiに、みんな抗争"は戸惑いなが
らも、現地の)...1..())おおらかでやさしい対比に感激いっぱu、

の旅になりました。

5 



GlO臨調闘笹野容現凋
ワイタ ケレ市は、ニュージーラ ンドのItt).;.(/) mnliオークラ〆 ドの凶約15kmに位慨し、タスマニア海とワイテマタ

的にTriiLた尖Lい海作詞lと緑ftかなワイ タケレ1I1地をもっ、自然に恵まれた!日fで、ニュ ジ ラン ドI!I内でも訂括主

ワインの!I産地となっています。

加古川市は、平成4年5月にワイタケレ市と姉妹都

市淀J5~在行い 友好交流が始まりました。 姉昧都市

lliW号以来、中宇生や障害者の梱E派遣革ど制極的証

交流が続けうれています。平成日年には交流在記念

して、ワイヲケレ市白、5先住民マオリ族の トーテム

ポール(ポウ)が寄贈され、翌年には加古川市がら

日本庭図を寄砲する耳ど 年ごとに交流は深まって

います.

平成21年には、ワイタケレ市の市制20周年を記

念し、また両市の友好をさらに発展させるため、加

古川市tJ¥5r平和の鎚jとして釣鐘を寄贈しました。

-平和の鐙
錨は、高古86cm 、 直径48.5cm 、 ~Iî古 1 05kgの鋼と

錫の古童製です。

表面には 平和の文字とワイタケレ市 加古川市両市の

市置が刻まれています.

II月1目、二コ ジランドワイタケレ市役所日本庭

園前の錨慌で、栂本市長、 名生議長出席のもと 掠笛され

ました。

6 

-加古川市とワイタケレ市の友好交流
l・中学生海舛派出事業

平成3年より毎年派遣し.21年度で19回を迎えました。

圃障害者海外派也事業

平成7年よD毎年派遣し 21年度で16回を迎えました。

圃ワイタケレ市学生訪問団

平戚4年より受入れし、 21年度で14回を迎えました。

I・回目‘館交流

中央図包館につイタケレ市コ ナ が設置されています。

11その他交流

平成自年姉版部市Itìl H~5周年在記念し トーテムポール

が寄恕されました。

平成10年ワイタケレ市役所取地内に、日本庭園者加古

川市白、ら窃阻しました。

マ0'リ庄のト テムボル(ポつ}



~在住外国人紹介のページ~

g(ffi悌
今 回はブラジル サンパウロ出身の女性に

お話をうかがいます。

'l自己紹介をお願いします.

局 はじめまして.1弘の名前はタニヲノ7スドスサ〆トススワベと'1'
しますけ間内 5J/1こ刺lしました。JJ1U-I.l.1人と拙二人と千似l
町に11んでもぜす。

'l加古川市の印車[;t:?
局 きIL¥もなiliだと!J.h‘ます スーパーや銀行が近〈にあってとても

世利で-~-0 

また.1.月1，1，川ili位所には相l油にのってくれる人もたくさんいて寸

ごく仙かつてL、まF。

'l日柑はどのようにして日えました伽つ

井 来日した吋時.働きだしたばかりの引は「大正J:HダメですJL
かt話せませんでしたaそのうι川じ聡場のブラジル人11品 [11: 
町人に:y，iii/の聞き1jを教えてもらった町が始まりで.聡3劫で使う

IIA、lhbiを覚えるようになりました。

そん会感じで且'1 は必'Â~jäßt聞の 11 本.111で過ごしましたが

l明)6'1 に M初町子どもが'1 まれた後.1I4~ ，l ~が必要だと思い.加
.'i lllllî[~1隙交流出会の 「外[，[人のためのIIÆト品.Ii血J Iニ事加
するよ?になりました。

'l加古川市で生活する中で闘ったことはあDますかっ

沖 米けして:， {J'.I [の時l二、伝が突然柑叫にかかりました。 その1I.~， 11~
院でお l~ r;.さんが英語を融り交ぜながら11本liRで説明してくれ

たのですがJlI[僻でさずj ごくィ、'ii:になりました唯 聞き取れ

たIIA、l』は「入院」だけで本 Eiにわけがわから.r小までした，

*，I;~臼i!:I!i 11人院して .ill院してかっ"分で柑坑のことについて訓
べたところ.1血液中町l血小似が減ってしまも・.(11が11まりなL崎弘t
でした.

'l加古川市で包苫する中で楽しいことはどん芯ことですかっ

II J 人が釣IJ~f-きなのでJ川， 10111二よく行きますそのIISにf!.と fど
むらついて行ってパーベキューやピクニックをして来しみます a

ン『ツピ〆グモールなと1こfî"って川、物するのも大好きでL ..tj1~
があればですが(生)

峡剛&iU':II..j，映両を見に11くのι裂しみの つで I12近では 「ワ

パタJをはに行きましたcJ 14'，~，~がわか勺なかったところは削って
からビデオなどで見て11本Jをチエヅクしま，'，

c今何伽夢中に怒っていること俗ありますがっ

RI岨 ..j，B/iUrに i人と制ニf外[K[人のため州l料品訓山地
加することが恭しみです 。やさしい正'1ゃ池内l叫かっ米ている

'1:..R'[たらと事しみながり11本i出合学べてとてら却しいです。?

のMH.l 怖について来ることがありますが.114';(1)公立学院に泊

っている般には間叩らしく符えを令叩。fってしま.jので勉強にな

らず[l1りまれ主)

'l週末はどのように週己していますかっ

A 一昨 IHiい物です~ "'1U立働いていて叫問がないので l出川

のttlヰ品をIμ、込みますeあとは.u:i主とf1:1tftJ1に集まって.パ

J氾Aボランティア熔途上国で世界町人たちと-Ir.にalきお互いの校
関 知段級I!を活刀して罰づくりに協力していま習.またともに勘当すこ
とを通じて、日本との交流のI~渡し役にも忽っています.
現在JICAで陪 右配の嬰舗でボランティアを~JlIJしています.

タニアさんとと，.依

スケッ[.;J; ルやバレー l'ールをした 1 ) 、与~.1， 'II.~聞はパ ベキュー

をしてワイワイ過ごしま-~- 0 

'lブラジル田紹介をお願いします.

井 ブラジルは!世界てs酢[[lこ大さい1'1です アマゾン川やイグ?ス円

時のようなJ-:1~l t[，むあれ IX サンパウロのような太協会むありパイア
デ!ードスオスサントスといったlR史ある，Iiい姐物が妓ってい

る.[i{，あって.さまざま会Jjしい抗色を見ることができます .また

ブラジル町人地は肥沃で、J:'ll'iに適じといて、コ ヒの繍/1¥i.t 
lよ附'1:出，1主です

またτブラジルはさまざまな['1からやってきた人がIJんでいる「多

I~b)i l ~r家」 で肘!Nlll大円 I j，f;社会がむ (1 しますo 1t'I:iの吊は

酷しいですが、お金を仰っている持っていなU叶こ1財係なく、たとえ

吋￡で itべ物が少ししかない人でもみんなで-!f~まってノ，-ティー
をして句ワイワイ楽しく過ごします。1/:'"を IU懸命する人が多い

"C-J-L..明るく防坑な人が多し明む1-1院です。

'lおすすめのブラジル料理はつ

局 ヲェイジヨアーダですiJiJ:Wけにした"-1勾や闘訓め障のlf->i.'JIl
JJl.Il1令ど主 孝副ニ11イ、的小uによく似た1¥v.丘!!:込んだもので.

ご胞にかけてitべます oj!(より祉にたくさんItぺる刊聞のブラジ

ルでは、週木の妊に家b~や飽叫が臨まって 絡にftべるのが

般的で 1-Q ー 坊にサ|ヮキビかり作ったま:;i~をベースにライムと
砂~\を加えてn った!Jクテル 「カイ日1-ニ，'Jもお勧めです .

QどんtJ~をもっていますかっ
局 11本人と[，;[じよ pに""、J目的読みJFきや金品がて円きるようになるこ

とです それと二人的拙が勉強をがんばって、将来いいfI:'111.: 
ついてくれた句と思って¥'01すeすくに'"えるのは径却ですが

将求マイホ ムを持つニとらJJ!(で九

'l加古川市民へメッセージをお願いします.

沖 米11岨iMI1， 211~IIUt..:けIIÆ柑L吋ブラジルに柑るつもりでした。
でむ紡川トlじ会社に1O{I'IlIJ助めました。来日して初めて!Iんだ

のが加山川で。二E人と 人でがんばってきました。 1えだけ市外

に休んだことがありますがサくに加山川にEこってきました(完)

今は帥軒、ま ダL、どうしても，)l ，lgししなければならなL 、 .i~r.加.:.~
ってもt;;:T{内でヲlっ岨したし也考えてL、ます 。

今まで布、たちによくしてくれた人たちに「ありがとヴ」と心か均出制

したいです。drでは弘たちは加山川人ですeこれからむよろしく

む切れ、しまよ。

青年，旬舛協力隊

20i;1-39~なまで 40í~-69.i.:t~震で

その他抱説室等も随時実値しております。野咽について[;;.下記へ呂問い合わせくだ古い.

担立行政法人国際協力際稿 (JICA)兵庫電話口78(261)口341
花王お.JICAiTi-ムベージでも製明会や碑叫についてと案内しておDます.

ホームベージアドレス httpl/www.jica.go.jp/ 
7 



|重量云~一;孟i二:主主i長自A台一一二三二.τ;: | 
新メン'}'¥ー募集 国際交流センヲーでは‘さまざまな自主クループが活動しており、下記のずル

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古い。

8 

[ テレホンカード・吉ハガキの回収 I 
使用，高みのブリベイド力ード(テレ7 ~J ンカ ド耳ど)、

古切手、丹臼コインを回収しています。ハガキは白苦Iu

じ忽ど古いものでも組制で官 。集まったものI~日本国際

ボランティアセンタ 在通じて、東南アジア諸国0)&興
に役立てられます.協吉正で持参いただく力¥郵送して

ください.皆さんのご協力をお待ちしてお口"9。

賛助会貢募集 . 
協会では毎年、国際交流活動や外国人の受口入れ事実早

ど、告樋事混在己主慌くださる賢助金良を募集していま

す。金賀lêUjJ~fH'lの一部として活用させていただきます.
・年金貸 申込鉛

個人 l口 2.0口口円 協会事務所、市役所

団体 1口 5.000円 案内芯どに函りま官.

活人 1ロ10.0口口円 詳しく I~協会まで。

キ会員には、指定旅行祉の優待剖ヲ附1.2:，fs業苦加古

の割引耳どの特典があります.

(財)加古川市国際交流協会
TEL 079-425-1 1 66 

[ ボランティア募集 E 
協金のlJl"，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。

EECY2ボランティア

古川交流事典での通訳ガイドEび翻訳

告制サ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導耳ど

ホームステイボランティア

外国人のホームステイ受け入れ

[ 国際交流センター利用案内 E 
国際交流に関する会議 研修、催し等への施設の提供を

しています.

貸館時間 午前日崎白、ら午後日筒まで

(ただし 自国面白は午桂5時まで)

体館日 毎迎月眼目。 (ただし、国民の体日等が

月~，自にあたるときはその翌日)

使用申込 利ffJ布望日の2ヶ月前(体館日の場合目

その翌呂)から申込みを受け付けます。

〒675-0017加古川市野口町良野387-1

FAX 079-425-0200 

協会活動の紹介や参加者募集のお知らせを帰服したホ ムベ 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/kokusailindex.htm 
E-MAIL : kia@city.kakogawa.hyogo.jp 

201O:lf.4n並行


