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2013年度後期

ふれあい国際
料理講座 10JJ 11月12)'J
(10/5、11/2、12/7)

今年の料理

講座は、オ

ストラリア、

韓国、ハンガ

リー料理に挑

戦しました。

調陸方法や見

慣れ在い食材

に‘畳間生は開昧深々で、どうすれば本羽配院に近づけるが

烈心に質問していました。また、 53f師め出身圏在紹介する時

間では、文化、名所‘生活様式のiiiし刊こ驚く草ど 料理を通

じた国際交流在棄しみました。

12Hクリスマスパーティー(12/15)

当協会で日本語在勉強している舛国人と家仮友人 話

師がmま口、ヲリスマスパティ を閲舌ました。今年は

90名が集まり 告白持吉寄った料理在食べながら、楽しく

交流しました。会食後は告クラスの出し物があり 歌や
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- ー タンス、白雪姫

ク リ スマスパーァィ ー の腕姫怒して

パーティーを盛

り上げてくれま

した.

足後に、じゃ

んけんゲム

プレゼント交換

をして一年を

締めくくりました。

1J-J 
マリンカ市青年海舛派遣団受入
(1/16-20) 

姉蹄都市ブラジIレ
マリンガ市力、ら、青

年日名と引率者1，畠の

計7名が加古川市を訪

問し、以前マリンガ

市に派遣された青年

宅等で 4日間的ホー

ムステイをしました。

滞在中は、市内の施

設見学や姫路椛在訪れ、

日本歴史や文化に蝕れました。古よ草己パティ で1<1r日
;$:にも家族ができたようだjと、ホス トファミリーとの日Jn

在悩しみつつ、再会を約束しブラジルへ帰国しました@

10 日伯経済友好使節団来訪
υ)J (10/11) 

ブラジルバラナ州甘己白川弘志ブラジル連邦下院議員

を団長として、マリンガ市長部ど76名が加古川市を訪れ、

崎本市民を表領訪司しました。、 4ページの特集記事在ご覧

ください.

10)二j中国・桂林市訪問(10/20-25)

友好都市であ

る中国桂林市

に締本市長をは

じめ 10名が赴

苦佳林市長在

表敬訪問しまし

た。また置に

行われた径林市

国際山水文化旅一

行節にも官加しました。桂林第二人民病院を視察し 今住も

医師、む磁師など交流を深めていくため鰐力することを約束

しました。

1JJ 新軒D奈会(1/13)

当協会で日本語を勉強している同国人が新春初京会に参

加しました。初めて菩

加した人もきるく、とて

も緊張した僚子でお茶

とお脱子をいただきま

した。そのI創立、お茶

の立て万を教わり草が

う実際に挑戦し、日本

の文化や作法を体駿す

ることができました。

1JJ 日本語教育ボランティア
養成講座(1/11-3/8)

日札活在外国人に教

えるボランティア在主主

成するこの諮座に、今

年1<130名が受諾しま

した. rどのように白

書を教えるの白、」受

納生た古は、実際!こj~

段実習を行ってみて、

改めて教えることの離しさを感じたようです。前座修了後は

受抗生の多くがボランティア出師として活践しています。



ln 国際憶力セミナー(1/26)

「身近在国際協力とは何白、」在考えるため 国際協力股間 (JICA)で青年海外協

力隊として タンザニアで活躍された山岡み申告さんを訊師にIBいてセミナ を開

催しました。現地での体験や活動について、写真や持産品在見広がう クイ又も交

えて分白、Dやすく話していただき 現地での品官Eを過して 「私たちにできる国際

協力とは何白、Jを絡に考えました。

2FJ 第22固加古川市障がい者
海外派遣 (2/9-2/16) 3FJ スピーチパーティー(3/日)

醐 国 市内在住の中学

3年生日名と引率者

B名がニュージー

ランドオフラ

ンド市へ派iCl芭れ

ました。オーフラ

ンド市で I~学校訪

問や張馬体験、ロ

トルアでは先住民

践のマオリの文化

に触れる草ど、日本ではで琶ない民主草体験ができました.

初閣ての海外で戸惑うこともさるく函Dましたが、オ クラ

ンド市民はじめ、たくさんの人達に混かく迎えていただき、

とても充実した日日間に芯りました。

(戸J3，ニ平芯3，ニニ芯:二平芯一;二nil5~'~一il5~， 一一い咽雌一国臨際

当協会で日本

語を抱強してい

る外国人の皆さ

んが、日本語の

スピーチで一年

間の宇習成果在

発表しました。

講師や家族、友

人白、見守る中、

発表者は日本で

日本語講座ス チパー子イー

0;生活や故郷の紹介文化の泣い等にコいていきいきと語

ってくれました.スピ チ終了後 参加者白可寺吉寄った吉

国の料理や加古川名物甘つめしを食べながら親睦在深め

会場l志和や力、主主雰囲気に包まれました。

虫一材 料 〔臼5人主分却ゴ幻) 一 Lr吃三ヨ』里包l.ruιム笠三上ヨt竺止ヨIμ.n.弘ム笠三ヨ
・玉拍ぎ 1/2個
.;1副 大古1;2
・2司悶(胸/，ささみ/モモ忽ど) 5口口-6口口g

・パヲ」カパウダ 大古じ1

・水 適哩
・塩 小さじ 1
・こしょう 少々
.マジョラム(忽Ijl1ぱオレ刀ノで世間可)5'"口程度
・ブレーンヨークルト(室温に戻す 100ml
・サワクリム(室温に戻す 100ml

・パセU(師り用) 週日
江己飯か短めのパスタと 帽に食べる。

-置E・
@ 玉ねぎを粗みじん切り 期間を食べやすい大きさに均等に切る。

@ 鍋に油を引き、玉ねぎを入れて、誼をし弱火で5分ほど(玉拍

ぎが透き通るまで)火にがける。

。 一度火白、らおろし、パブリ力パウヂーを入れて混ぜ世理の水

在足し火にかける。鶏肉を入れ混ぜて白、う、塩、 こしょう、マ

ジョラム在加え、材料の半分が浸るく己いまで水を入れる.

。 同が柔己がく怠るまで 中火で20-3口分煮る。ヨークjレトと

ザワ クリ ム在泡立て器で混ぜ合わせておき、火在切ってが

う舘に入れる。主体在混ぜ合わせたら出来上がり。己飯白、パス

タと一緒にお皿に腐り パセリを飾る。
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1973年(昭和48牢)7月 加古川市とブラジルマリンガ市は姉妹都市提併を行い、友好交流が始まりました。

HiH~~以来、文化や経済、 教育など保々芯函で 両市の交流か行われ 特に、青年の相互交流は被程的に続けら判て

います. そして2013年(平成25年)、姉妹都市提U~40周年を迎えました。

平成25年5月、締本市長をはじめ22名が訪問団としてマリン刀市在訪問

しました。

マリンガ市では、交流の記念に建てられたモニュメン卜の除認式や記念式

典への色申IJ，市長の表敏訪問などを行い 市制記念パレードにも書列する芯ど、

多くのマリンガ市民の方々とも交流しました。

10月には、 ブラジル力、己西森弘志ブラジル連

邦下院議員をはじめ 76名の使節団が加古川市

'101"lrI/IIUiJi;を訪れ、市内視察やウエルネスパク¢施設見学、

同施設内にブラジルとの友好記念としてイベ

の木を値l剖し マリンガ市からは記念碑が寄贈

され苦した. 姉妹都市淀jj~40周年在祝う歓迎夕

食会が開かれ、 加古川市とマリンガ市のさらな

る友好交流発展のため お互いに尽力すること

を両市長が約束しました。

国際交流センヲーには、日本語を勉強i冒るための参考自や、

姉妹 友好都市に関する図自がたくさんありま官。

図r~}は2階事務所!こて貸出しを行っています。登録すれば 誰

でも貸出し可能ですので 興昧¢ある方は、ぜひお越しください。

1固につき、本2問、ビデオ (CD等)1点合計3点まで 2

迎間貸出し可能です。



外国人のための日本語講座
在住外国人が日本での生活をより快適芯ものにするために 日常生活の中で必要紅白本語在学びます.

く期間〉

く時間〉

く場所〉

〈コース〉

く受前料〉

〈申込み〉

一---…一一 対 m l田 問 腕 師

初級英会話
初級者 平成26年5月24日-(全25団)
(英検4級、中宇中級程度) 土町日午前10碕-11時30分 ポルジユコフスキ 氏

中国医会話入門 はじめて申国認を宇ぷ人 平戚26年5月21日-(全25固)
潟駿氏

水防日午後7時-8跨30分

〈定 員〉 缶詰座 15名(申込書数の場合は油選最少遂行人数3名)

〈受説料〉 各縞座 21.000円(テキス卜代が別途必要)キ平成26年度賛助会員は19.000円

〈申込みー間合先> 2014年4月25日 金臨日(必E}〕までに室主呈主主に

①希望碕座名 ②氏名 ③住所 @年齢 ⑤匂話番号 ⑥賛助会員の方はその旨を密いて

〒675-0017 野口町良野387の1 加古川市国際交流協会へ

平成26年度国際交流事業助成金応募者募集
加古川市国際交流協会では市民との交流を目的とした国際交流事策 活動に対して助成をしています.

《対鎌田体>>

(1)信利宗教、政治活動を目的としないこと。

(2)団体の主たる構成口が加古川|市民、または姉妹都市の市民であること。

(3) 1年以よ活動実紛があり‘かつ継続して国際交流rn撲等在行う意思があること。

(4)申前団体が主催企翻 m包実施在行う事業であること.

(5)会則、定款等の定めがあること。

《助成対議事業》

(l)海外語都市との友好交流事業

(2)国際理解と国際協力に関する事業

(3)多文化共生社会の実現に閲する事業

、助成を受けることができるのは、他の健闘から助成を受けてい思い事援 活動で1団体につき1事業とする。

《助成金の額》

1事業に対して、 10万円以内

，、詳ししゅE集要項、4霊式等は協会ホームページにj自制しています。

: 平成~年度前期事業計画 E 
4月 外国人のための日本諮問座間縞

5月 窃宇前座間l誠(初級E宅金".‘中国語会話入門)

日月 ふれあい園際理解前座

7月七夕まつり

日月 加古川市中宇生，10外派迫

(ニュージーランドオ フランド市)

加古川市青年海舛派遣

(ブラジル マリンガ市)
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新メンバー募集 国際交流センターでは‘さまざまな自主グル ブが活動してお口、下記のクル

ープではメンバを募集しています。詳細は代表者にお問い合わせください。
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2 I L.E.E 初中岨 |木 19時-21時 [是常孝子 I 079-424-4797 

3 smile 羽目 金 1 日時 ~11 a毛半 岩本静子 I 090臼 20-9488

4 Infinity English Club 問中級 水 19時-20時半 持上 ;fj子 079-432・3360

5 
買語

央童話ザクjレ 初中紐 ぇ水 19崎-21時 北村拠子 079-422-2283 

日 TWINKLE 初中級 金 9sd半-11時 石野明民 079・428-3046

7 I Re-study英会話 1 '1コ級 火 1口跨--IH奇半 大北俊n 090-1594・3272

B |アルパタ |中級 火 19時半~21跨 金田橡袈 f22raptor. ta ma.0526@gmaiLcom 

Friday Kiwi Night 中紐 金 19~号-21 跨 金j寧正幸 kanazawa704@gmail.com 

10 Saturday Chat | 中紐 土 10筒-12時 総持古 !日田 3721-6419

|矛ケ崎方式時耶英話学習会 |中上組 水 9崎-12蔚 野間 一江I kazue-noz@sannet.ne.jp 

中国語初級 初紐 木 9時-10時半 森 田子 口79-425・0227

万里之長栂 初旬i 土 9明10分-10跨半 植田武司 口79-431-5659

14 パンダちゃん(幼児対島) 初組 ヰ 10時半-11時半 叫回融拍 090・8494-7764

15 中国語 小I!~描 初回 土 13崎一1問 |吉目撃彦 I domo.y白川ni@ni胞団net間 IP

16 中国語初級間座パ トE 初中紐 土 10;制O分ム 123寺臨来 書ニ級 079・425-4651

17 楽しく宇部中国語 申掴 木 1日時半-12筒 ニ鮪 量産一 079-437-2498 

ファヨイjレ m~.~ 火 19時-20時半 中村亜紀子 口90-3992-0626 (11)1師李承峰)

加古川八ンタル縞座 干JJ~Þ~，~ 日 lOa~~ 12時 山本出ff 090-5091-6792 

中組 水 13時半-15拘 園 田 ち 肋 1079-427-6275 

加古川イオ 1 '糊 土 15時-17笥 |高田肝 079-424・7202

Sa凶a(ザピア) l初坦 |童 19跨-2時 半 |西聞降 090・ 1580-9844

フランス語 フフンス堕ザーク}¥J.Petit Pas' 初中級 土 133'奇.......155寺 'J叫本 悦子 rikiko_ 17@yahoo.co.jp 

!Iスペイン語学習会 11.酔級 土 1日時-12碕 永井直子 |口叩 7097刊日

!Iベトナム語童話 初版 野11.3日13崎-15湾 片山浩00 090-1890・3854

その他 |マンボクフブ(社交デンス) I :，;i.l:凶コ勺'" 水 13sd半-16時学 間関明敏 I 079-423-5田 6

[ 賛助会員募集 】

協会では毎年 国際交流活動や外国人の受入れ事聾砿ど 缶種事業をと支媛くださる賛助金員を募集しています。

金白は事業の部として活用させていただきます。

.年金vl ・申込田
個人1口 2.000円 協会事務所、市役所案内芯どにあります。

団体1口 5.000円 詳しくは協会まで。

法人1ロ 10.000円

れ全員に 1<1 . 指定旅行祉の優待~1J引用j度、事業主S加白の割引車どの時興が白ります.

(公財)加古川市国際交流協会 干675∞17加古川市野口町良野387-1

TEL 079-425-1 166 FAX 079-425-0200 

協会活動の沼介や参加者募集のお凋らせを掲自書したホームページを公摘しています。ぜひご覧くださし」

ホームベー ジア ドレス http://www.city.kakogawa.lg.jp/hp/kokusai/index.htm 

E-MAIL : kia@city.kakogawa.hyogo.jp 2014'1'411発行


