
市民団のみなさんは、アウクスブルク市の心づく

しのおもてなしに感動の連続でした。また尼崎市と

同じくアウクスブルク市と姉妹都市提携をしている

アウクスブルク市へ尼崎市民団を派遣

姉妹都市提携60周年記念

ドイツ博物館

ディーゼル記念石庭苑

ドイツ南部にあるアウクスブルク市と尼崎市が姉妹

都市提携を締結して60周年となったことを記念して、

アウクスブルク市において記念式典が開催されまし

た。当協会は尼崎市より依頼を受け、この記念式典

に参加するためアウクスブルク市を訪問する市民団

を募集しました。

令和元年5月8日から5月14日の日程で当協会メン

バー11人を含む15名が市民団として現地を訪れ、記

念式典や現地の植物園内にある日本庭園で開催さ

れた「日本春祭り」に参加し、アウクスブルク市との交

流を十二分に深めることができました。
日程 主な事業

5月8日 尼崎⇒アウクスブルク

5月10日 60周年記念式典

5月11日 ローテンブルグ

5月12日 日本春祭り
独日の夕べ

5月13-14日 アウクスブルク⇒尼崎

滋賀県長浜市

からも市民団が

参加され、長浜

市の皆さんとも

親睦を深めるこ

とができました。

長浜市民団、大正琴グループの皆さんと一緒に



【共生部会】

日本語講座 日本語の学習頑張っています。
当協会では、平成16年にボランティア講師が集まり、外国

人が日常生活で使用する基本的な日本語を学習する日本

語講座を開設しました。今年で15年になります。

現在、サンシビック尼崎3階の大会議室で、毎週水曜日午

前10時から11時30分の1時間半、原則学習者とボランティア

講師がマンツーマンで日本語の勉強をしています。 開設当

初は受講者が少ない時期もありましたが、近年は、日本で暮

らす外国人が増え、日本語を勉強したいと、多くの外国人が、

受講を希望されています。

各部会の活動紹介

毎年、8月の一か月間、日本語講座は夏休みなのですが。夏休み明けの最初の授業の9月4日は、学習者28名、ボ

ランティア講師28名、学習希望の見学者5人、ボランティア講師希望の見学者2名。合計63名の方が教室に集まりまし

た。この大人数ではいつもの大会議室だけでは席がたりません。この日のように受講者が多い日は隣の小会議室も

借りて学習をしています。

それぞれのテーブルで学習者とボランティア講師

がペアで学習しているので、教室に入ると、ガヤガ

ヤとしていますが、授業中はペアの声に集中してい

るのでよそのテーブルの声は気になりません。仕事

のために日本語会話を学ぶ人、子どもが学校に行

くようになると、学校の先生や子どもの友達とコミュ

ニケーションをとらないといけないと日本語を学ぶ人、

会話はそれほど不自由を感じないが、漢字ができな

いと不便だと、漢字も学ぶ人、日本語能力検定の合

格を目指す人、運転免許をはじめとする資格を取る

ため日本語を勉強する人・・・受講者の学習目標は

様々ですが、それぞれの目標に向かって、みなさん

とても熱心に日本語の学習を頑張っています。

小会議室の様子

大会議室の日本語講座の様子

【交流部会】

ゆかたを着てタイコの演奏で盆踊り
7月27日に中央北生涯学習プラザ小ホールで交流サロン「ゆかたを着て太鼓

の演奏で盆踊り」を開催しました。外国人15名・日本人28名が参加しました。虹

亀太鼓さんの音頭での盆踊りと大衆演劇舞踊の望大地さんの舞踊で大変盛り

上がりました。特に外国人の方には珍しく、望さんと一緒に記念写真を撮って

いました。また今回、尼崎小田高校国際探求学科の先生と生徒の皆さんに、

外国人居住者と防災との関わりについて説明して頂き、イベント終了後外国人

を対象にアンケート調査と懇談を行いました。心も晴れ晴れと楽しい一時を過

ごしました。
盆踊りを楽しむ参加者



日本語講座で七夕まつりを開催
7月3日にはいつもの教室で「七夕まつり」を開催。外国出身の受講生１７人、日本語ボランティア講師２９人、受

講生の子どもたち２人、お客様１０人の計５８人が参加しました。

受講生の男性は法被を、女性は色とりどりの浴衣を着て参加。会場には大きな笹や、受講生の出身国と日本の12

の国旗が飾られ、とても華やいだ雰囲気になりました。初めに一人ずつ、母国語で「こんにちは」を言ってから、願い

事を書いた短冊を読み上げ、笹に飾りました。全員で「たなばたさま」を合唱した後、3組の受講者がお国の歌を披

露しました。その後はゲームや歓談をしながら盛り上がりました。いつもはマンツーマンで日本語の勉強をしている

ため、ほかの国の人や講師と話すことが少ない受講者もボランティア講師も、この日は楽しく交流しました。

スペイン語の歌を歌う

チリ出身のナタリさん

中国出身の4人は

沖縄民謡の「花」を披露

「みんな一緒に手をつないで」を歌う

ベトナム出身の4人

司会を務める趙 萍(チョウ ピン)さん 最後は全員で集合写真

七夕まつりの詳しい様子を協会WEBサイトに掲載しています。是非ご覧ください。http://hccweb5.bai.ne.jp/aia/rep_jpn190703.html

第13回日本語スピーチコンテスト 出場者募集!!

2020年2月15日（土）午後1時から、関西国際大学尼崎キャンパ

ス（尼崎市潮江1-3-23）で開催する日本語スピーチコンテストの

出場者を募集しています。

● コンテストの部

応募資格：日本語が母語でない、日本に来て5年以内の外国人

スピーチ内容：5分以内でテーマは自由ですが、「日本に来て気

づいたこと、感じたことを自国と比較する」か「日本での体験や日

本語を活かして将来どのように活躍したいか」のいずれかを含め

てください。

● 自由発表の部

応募資格：日本語が母語でない人。

スピーチ内容：3分以内で、テーマは自由

詳細については事務局にお問い合わせください。

Currently recruiting participants for the 13th annual Japanese speech contest!!

Date and Time   Saturday February 15,  2020  1:00pm~
Venue   Kansai University of International Studies 

●Competition category
Requirements for Qualification
Non-native Japanese speakers (except Japanese people) whose   
period of residence in Japan is for less than 5 years

Speech has to be within 5 minutes
You can choose any topic for your speech but have to be original 
and include what you realized or how you felt in Japan, or your 
future prospective with your experience in Japan, but must not 
include political or religious issue. 

●Free Theme category
Requirements for Qualification
Non-native Japanese
Speech has to be within 3 minutes

For more details, please contact us, (aia@hcc5.bai.ne.jp)※政治・宗教活動など個人の思想・信条は発表できません。

Share your story about your hometown, culture and experience in Japan.

http://hccweb5.bai.ne.jp/aia/rep_jpn190703.html


【語学部会】

ネイティブスピーカーの感覚を
知ろう！＠サマセミ

前期語学講座開講
AIA語学講座には現在、英会話の初級2クラス、中級2

クラスの4クラスが有り、それぞれ活発なレッスンがされ

ています。土曜日の午前に立花北生涯学習プラザで

開催されている初級クラスでは、9月7日からダニエル・

ブルックスさん（アメリカ人）を新講師として招き、再ス

タートしました。受講者の数が8名と、他のクラスよりも少

ないですが、その分講師とのコミュニケーションが全員

に均等に行き渡り易い、といった利点があります。

再スタートの初回は、”インタビュー”ではなく”会話”と

なる様発話を繰り返しました。今後が楽しみです。

【EIL部会】

マレーシア語学研修 ８名の高校生が参加
当協会は尼崎市教育委員会との共催事業として尼崎市立高校の生徒を対象とした「海外語学研修」をマレー

シアのクアラルンプールにて実施しています。今年は、7月20日～8月17日の約1か月間、選考試験にて選ばれ

た8名の生徒が現地の英語学校で学び、学校寮に滞在しました。

マレーシアは、様々な人種が共生し、それぞれが独自の言語、宗教、生活習慣、文化、伝統を守りながら暮ら

す多民族国家です。異なる文化を持つ者同士が、互いの価値を受け入れ、尊重する「共生共存」という考え方

が今の日本社会にも重要な意味をもつようになっています。 異文化体験は彼らの人生に大きな意味を持つだ

ろうと思います。

8月3・4日に尼崎市立琴ノ浦高校で開催されたイベン

ト「第5回みんなのサマーセミナー」にて、「ネイティヴス

ピーカーの感覚を知ろう！」というタイトルで英語講座を

実施しました。学校では教える機会が少ないネイティヴ

の感覚を、例文を用いてわかり易く説明し、20名以上の

聴講いただいた皆様に理解していただけたかと思いま

す。聴講者の中には、AIA語学講座の受講生の方もお

られ、講座終了後も熱心に質問をされていました。来年

もエントリーする予定ですので、興味がございましたら

ご参加の程、よろしくお願いいたします。

講座の様子

新講師の

ダニエルさん

サマーセミナー講座の様子

帰国時の様子

また、松本教育長のお計らいで、在マレーシア日本大使館

にて官僚の方から現地の政治、文化、教育などのお話を聞く

貴重な機会が与えられました。

研修を終え、8名は無事、たくましくなって帰国しました。今

後も報告会や国際交流イベントなどがあり、国際人への道は

続きます。



令和初のAIA総会を開催 予算・役員改選を承認
6/1(土)に2019年度の総会、および懇親会を尼崎商工会

議所にて開催しました。

総会では稲村和美尼崎市長に来賓としてご出席いただ

き、当協会への今後の期待のお言葉をいただきました。

また、役員人事で太田垣亘世さんが新会長に、山本雅彦

さんが新副会長に就任しました。併せて、粟生泰介さん、

金子智子さん、本田豊輔さん、譲原京子さんの4名が新た

に理事に就任しました。

平素は当協会（AIA）の事業活動にご協力をいただ

きありがとうございます。この度、会長に就任しました太

田垣です。気持ちを新たに、「多様化する国際交流」

活動に協会一丸となって努めて参りたいと思います。

加速度的に進むグローバル化とともに、尼崎市の風景

も年々変わってきています。市内の観光化が始まりイ

ンバウンドの増加、少子化政策における外国人労働

者の受け入れなどで、日常の風景に外国人がいるよう

になりました。

また地域コミュニティの希薄化と人々の価値観も多様

化している今、「国際交流」の物事を多面的にとらえる

視点がとても重要になっています。この視点は自分の

中に新しさを発見し生活を豊かにするものです。

新会長よりご挨拶

下半期の主な事業予定

事務局より 広報委員より

当協会の事務所が平成31年4月から尼崎市開明庁舎

3階へ移転しました。元小学校だったので階段など木の

まま。エレベーターも無く近代的な構造ではありません

が、雰囲気的はとても良く懐かしい感じです。近くに尼

崎城があり、寺町もあるので尼崎の観光がてらに事務

所へもお立ち寄りください。会員の皆様の声を聞きなが

ら、そして雑談の中から協会が成長するためのアイデア

が溢れてくるのではと期待しています。

この度、広報委員会に新しく2人のメンバーが加わりま

した。広報委員会の活動はもとより当会の活動のすべ

てにおいて初めての経験となるため、各部会の熱心な

活動の様子を、教えていただいているところです。理事

会では毎回活発な意見が交わされており、大変刺激を

受けております。会員の皆様方には何かとご迷惑をお

かけするかも知れませんが、精一杯がんばってまいりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

私たちAIAは会員の皆様と活発

にコミュニケーションをとり、時代に

沿った事業を創っていきたいと考

えております。ご意見、ご提案など

お気軽に是非協会までお寄せく

ださい。皆様にお会いできます日

を楽しみにしております。

会員ボランティア大募集

尼崎市国際交流協会は、会員の皆さまにご協力いただき、さまざまな事業を行っております。企画・運営に

当たっては、“部会”と言われる運営会議を開催し、部会員の皆さまからの意見や情報を収集して各事業をす

すめております。語学ができなくても大丈夫です！また部会員には主婦・学生・定年退職者など様々な方がお

られますので、気軽に参加できます。興味のある方は尼崎市国際交流協会事務局までお尋ねください。

日程 主な事業

10月 園田学園女子大けやき祭ブース出展
マレーシア語学研修報告会

11月 後期語学講座開講
日本語講座料理教室
AIABAL

12月 日帰り旅行

1月 英検直前対策講座

2月 日本語スピーチコンテスト
気軽に抹茶を点ててみよう

3月 AIABAL


