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歓迎市民交流会

姉妹都市提携50周年記念
尼崎市・アウクスブルク市（ドイツ）

尼崎市の友好都市

ボランティア講師募集
日本語講座

ｲﾍ゙ ﾝﾄｽﾀｯﾌ募集

会費納入のおねがい

中国・鞍山市

　姉妹都市提携50 周年を記念し、アウクスブルク市から市長を
はじめとする代表団13 人が平成21 年10月1日（木）から10月4日
（日）にかけて尼崎市を訪問しました！ 
　10月4日の記念式典の後、アウクスブルク市代表団を歓迎する
盛大な交流会を催し、多くの会員、市民の方々がアウクスブルク市
代表団員との交流を楽しみました。

　中国・鞍山市との間で、1983（昭和58年）年2月2日に結ばれ
た友好都市提携は、今年で27年目になります。

　あなたも日本語を教えてみませんか？ 近年、在住外国人
の増加に伴い、日本語講座の受講希望者が増加し、ボラン
ティア講師が不足しています！

　まもなく新年度が始まります。会員を継続いただける方は、
年会費(普通会員2,000円、賛助会員12,000円)の納入をお願い
します。会費は、銀行振込の他、事務局へ持参、現金書留・定額
小為替での郵送等の方法でもお納めいただくことができます。
　なお、振込の場合は振込手数料をご負担いただくことになり
ますので、あらかじめご了承ください。

　協会主催行事のボランティアスタッフを募集中です。
あなたもイベントの企画や当日の運営に参加してみま
せんか？ 詳しくは協会事務局まで↓

　1995（平成7）年、市内の企業、
団体、市民に図書の寄贈、図書購
入資金の寄付を呼びかけた結
果、27 企業、30 団体、市民29 人
から1561 冊の図書、ビデオテー
プ、および129 万1千円の資金が
寄せられ、鞍山市図書館に尼崎
文庫として贈呈されました。

　昨年、鞍山市と尼崎市の小学校間で、小学生の
絵画交流を行いました。平成21 年12 月2 日（水）
から12 月23 日（水）までの間、尼崎市主催で行わ
れた鞍山市小学生作品展には、会場である青少
年センターの来館者など多くの方が訪れました。
鞍山市から送られた作品は、絵画だけでなく書
道、切り絵、水墨画なども含まれており、特に書道
の作品は小学生とは思えない出来栄えで、鑑賞

された方々も感心しきり
でした。
　今後の予定につい
ては、またお知らせし
ます！

　2 月19 日の鞍山市解放記念日
をとって、この名前が付けられま
した。公園入口にある鍵の形を
したオブジェは、真ん中が鞍山市
の地図になっています。これは鞍
山市の未来の扉を開く鍵だと言
われています。

尼崎市国際交流協会
〒660-8501　尼崎市東七松町 1－23－1
尼崎市秘書室 秘書担当（国際交流担当）内
06－6489－6017   　　　F A X： 06－6489－6009
aia@hcc5.bai.ne.jp
http://hccweb5.bai .ne. jp/aia/
株式会社プリンティング園田

※掲載内容のお問合わせは上記へお願いします。
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鞍山市図書館の尼崎文庫

219 公園

アウクスブルク市代表団員
と市民の交流

鞍山市の見どころ 鞍山市小学生作品展

平成21年度の日本語講座の概要
日　時：毎週水曜日 午前 10:00 ～ 11:30
　　　　※祝日、お盆、年末年始はお休み
場　所：尼崎市中小企業センター5階 501
方　法：原則マンツーマン

★AIA が過去に主催した日本語ボランティア
　講師養成講座を修了した方
★AIA 以外の日本語ボランティア講師養成講座
　の受講経験を持つ方
★外国人に日本語を教えた経験のある方
★外国人へ日本語を指導するための資格を
　持つ方

【登録の条件】
①尼崎市国際交流協会(AIA)の会員
　会員でない方は入会の必要があります。
②下記のいずれかの条件を満たす方

※資料コピー代以外
　の経費はお支払い
　できませんので、
　ご了承ください。
※随時見学も受付て
　おります。

振込先：尼崎市国際交流協会
　　　（アマガサキシコクサイコウリュウキョウカイ）
○三井住友銀行　尼崎市役所出張所　普通預金　3247324
○尼崎信用金庫　北難波支店　普通預金　0059496
＊振込者氏名はご本人のお名前でお願いします。
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　我が家のホストファミリーは8年前から始まりました。これまで7 カ国の18人を受け入れてきました。
マービンは19人目の海外の家族です。
　マービンは我が家の3人の子供と年齢が近いこともあり、音楽やパソコンの話、または政治についてな
ど、いろんな話をして楽しんでいました。来日前にメールでやりとりをしていたので、会ってすぐに好きな話
題で打ち解けていました。我が家ではとにかく特別な扱いをせず、我が子と同じように接していました。
　最初はとてもおとなしいマービンでしたが、最終日には子供たちと一緒にひょうきんな一面も見せてくれ、
我が家の一員になってくれたこと、うれしく思いました。別れの前夜には受け入れの感謝の気持ちをとても
きっちりと挨拶をしてくれ、とても感動しました。一緒に過ごせる時間が限られていて、少なかったのが残念で
したが、とても楽しい時が過ごせたことを家族全員で喜んでいます。
　ホストファミリーをすることで、家族が一緒に楽しめて、感動的な体験
ができ、異文化を受け入れること、知ることの楽しさを味わえます。言
葉、文化生活の違いを肌で感じる事が出来、大人をはじめ、子供たち
にとっても学校教育では学習することが出来ない大切なものを勉強
できると思います。
　最後に、今回また海外に素敵な家族が増えたことに感謝してい
ます。この出会いを大切にしていきたいです。

　平成21年11月18日（水）から23日（月）までアウ
クスブルク市青年使節団13人が尼崎市を訪問し
ました！ 23日の晩にはホテル「ホップイン」アミン
グでフェアウェルパーティーが催され、ホストファ
ミリーや会員が青年たちとの別れを惜しみつつ、
交流を楽しみました。

　平成21年11月12日（木）から23日（月）まで尼崎市総合文化
センターにて、同センターおよび尼崎市との共催で、アウクス
ブルク市紹介展を開催しました。
　紹介展では、アウクスブルク市から贈られたパネル39枚を展示
したほか、アウクスブルク市を描いたイラストレーター大音恭豊さ
んのイラスト、そしてこれまでにアウクスブルク市から贈られた
記念品の数々も展示しました。
　アウクスブルク市を訪れた人には懐かしく感じられ、訪れたこと
のない人も写真やスケッチから姉妹都市を身近に感じられた
展示でした。

　平成21年12月13日（日）、尼崎市立中央公民館で、
在住中国人と日本人のふれあいの場である牡丹会の
クリスマス会が開かれました。
　当日は、参加者が一緒になって中国や日本の歌を
歌い、会場が一体になりました。
　また風船割りゲームのほか、クイズ大会が行われ、
正解者には賞品がプレゼントされました。
　中国と日本の参加者がともに楽しい時間を過ごすこと
で、日中友好が深まりました。

　平成22年1月25日（月）、尼崎市立中央公民館にドイツ料理
人の世木隆志氏を講師にお招きし、ドイツ料理の中でよく知ら
れたローストポークを作りました。
　世木さんはドイツ修業時代のことを話して下さるとともに、
参加者の質問に答えてドイツの食生活についても教えて下さ
いました。ローストポーク等の温かい料理は、ドイツでは普通
お昼に食べるそうで、夜はサンドイッチなどの火を使わない冷
たい料理で済ますそうです。

　平成21年11月30日（月）、尼崎市立小田公民館にて、尼崎
市国際交流協会の日本語講座受講生ドリス・ガーツさんを講
師にお招きし、カナダのデザート「アップル オートクリスプ」と
「ラーメン ヌードル サラダ」を作りました。
　ガーツさんは参加者の質問
に快く答えてくださり、カナダ
のお菓子や料理のことを話し
て下さいました。現在カナダで
は中国系住民が多く、ラーメン
もすでにカナダ料理のひとつ
と化しているそうです。

　会場では青年使節団員が演目を披露し、各団
員がアウクスブルク市内のお気に入りの場所を
紹介したビデオや、ドイツや日本の歌、モーツァル
トとその従妹の会話劇などが繰り広げられ、終了
後は大きな拍手が起こりました。

ホストファミリー体験記

フェアウェル パーティー

～家族が増えた喜び～

モーツァルトとその従妹の会話劇

アウクスブルク市青年使節団も見学

←ラーメン
　ヌードル サラダ

←アップル
　オート クリスプ

講師の方と歓談しながらの調理

アウクスブルク市からの記念品

お料理を食べながら
楽しく歓談

日中友好の
集合写真

濱中　久仁子 尼崎市・アウクスブルク市姉妹都市提携50周年記念

アウクスブルク市青年使節団の尼崎市訪問
ドイツ・
アウクスブルク市
紹介展

世界のクッキング

カナダのデザート作り

ドイツ料理教室

キャベツのサラダ・
ドイツ風ローストポーク作り

～中国好き集まれ♪～

牡 丹 会
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　　　　※祝日、お盆、年末年始はお休み
場　所：尼崎市中小企業センター5階 501
方　法：原則マンツーマン

★AIA が過去に主催した日本語ボランティア
　講師養成講座を修了した方
★AIA 以外の日本語ボランティア講師養成講座
　の受講経験を持つ方
★外国人に日本語を教えた経験のある方
★外国人へ日本語を指導するための資格を
　持つ方

【登録の条件】
①尼崎市国際交流協会(AIA)の会員
　会員でない方は入会の必要があります。
②下記のいずれかの条件を満たす方

※資料コピー代以外
　の経費はお支払い
　できませんので、
　ご了承ください。
※随時見学も受付て
　おります。

振込先：尼崎市国際交流協会
　　　（アマガサキシコクサイコウリュウキョウカイ）
○三井住友銀行　尼崎市役所出張所　普通預金　3247324
○尼崎信用金庫　北難波支店　普通預金　0059496
＊振込者氏名はご本人のお名前でお願いします。
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