
尼崎市国際交流協会をより多くの皆さんに知っていただくために年1
回「国際交流イベント」を開催しています。これまで、「ハワイアンナイト
　イン　アマガサキ」や「大草原の風にさそわれて」と題して行いまし
たが、今年度は、1月31日ピッコロシアター小ホールで「ワールド　サウ
ンド　クルージング」を開催しました。多くの皆様に協会の存在を知り、
国際理解を深めていただきたいと思っています。
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　平成27年1月31日土曜日の夕方、ピッコロシアター小ホール
で、「World Sound Cruising」を開催しました。当日は日中に小
雪が舞うような寒い一日でしたが、54人が来場し、会場はほぼ
満席になりました。
　舞台は、播摩夏奈（はりまかな）さんが、豪華客船の添乗員と
なり、世界各国を来場者と一緒に音楽で巡るツアーという設
定。訪問したのは、ロシア、ドイツ、トルコ、イタリア、エジプト、ア
ルゼンチン、キューバ、アメリカ。最後には日本に戻り、夏奈さん
自身が美しいソプラノで「ふるさと」を歌い上げました。何回か
の早替わりあり、海上での遭難劇あり、クイズありと、気楽に楽
しめる仕掛けに、子どもたちも舞台に見入っていました。すべて
の出演者の歌、演奏、ダンスがいずれも素晴らしく、１時間半の
公演が短く感じられました。
　山口公子理事が尼崎市国際交流協会の活動を紹介し、入会
を呼びかけました。最後は、出演者全員が舞台に登場、懐かし
い日本の唱歌を観客と一緒に合唱しました。

音楽で世界を巡る
World Sound Cruising

平成27年1月31日(土) 
ピッコロシアター

国際交流イベント



　牡丹会発足のきっかけは、ごみ便利帳の翻訳で
す。当時８ページあったごみ便利帳を中国語、韓国
語、英語に翻訳する際、尼崎市国際交流協会のボ
ランティア通訳者に登録している方々に協力してい
ただきました。その中国語の翻訳を担当してくだ
さったほとんどが尼崎市にお住まいの中国人でし
た。
　何度も集まって翻訳作業を進め、中国語版ゴミ
便利帳が完成しました。その折、メンバーから、「こ
の集まりをこれで終わりにするのはもったいない」
との声があがり、その後も定期的に集まって活動す
ることにしました。名称を中国の国花『牡丹』からと
り「牡丹会」とし、平成15年度から活動が始まりまし
た。
　発足１年目は中国語ボランティア通訳者の会で
したが、２年目以降は中国に興味のある日本人と
の交流サロンという形で活動を行っています。活動
内容は、中国のお月見体験といった中国文化を体
験するもの、豚まん、水餃子作りといった料理講座、
春節祭を華やかに祝ったこともあります。現在、牡
丹会の活動を支えているのは上海出身の羅雪梅さ
んと北京出身の田山華栄さん。中国文化を味わえ
る貴重な活動となっています。

　ドイツクラブの結成は平成24年。アウクスブルク市
から青年使節団が来尼した時には交流が盛り上がり
ますが、隔年のために使節団が来尼しない年はドイ
ツとの交流はほとんどありませんでした。これではい
けないということがきっかけでドイツクラブを結成し
毎年、何かの交流活動を推進しようということになっ
たものです。
　平成24年にアウクストフェスト・イン・尼崎」を、平成
25年にはアウクスブルク市青年使節団の団長・副団
長との懇親会を行いました。
　平成26年10月19日（日）には、総合文化センターで
「オクトーバーフェスト・イン・尼崎」を開催しました。
大阪ドイツ文化センターのラナ・グスタフソンさんに
よる「ドイツあれこれ」というミニ講演、山口公子さん
のマリンバ演奏の後、皆さんお待ちかねのビアパーテ
ィが行われソーセージをほおばりながらビールを楽
しみました。ビンゴゲームでワインをもらったりドイツ
民謡を歌ったりしてドイツ一色の一日でした。

　尼崎市はドイツ・アウクスブルク市と姉妹都市提携を中国・鞍山市と
友好都市提携をして両市とそれぞれ交流しています。尼崎市国際交流
協会でも交流部会にドイツクラブと牡丹会を設けて交流活動をしてい
ます。そこで、牡丹会とドイツクラブの活動を紹介します。

中国　ドイツ　との交流を活発に
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　平成27年２月７日（土）、園田学園
女子大学ＡＶホールで、第８回日本
語スピーチコンテストを開催しまし
た。コンテストの部では７カ国から
13人が、自由発表の部では１人が出
場。出身国のことや、日本の印象、日
頃考えていること等を５分間でス
ピーチしました。
　優勝したのは中国出身で神戸大学
の莫 嘉茵（バク カイン）さん。「挨拶
から聞こえたこと」というタイトルで明
るく表情豊かに話しました。第２位
は、インドネシア出身で園田学園女
子大学のフィティリ・ラマダニさん。第
３位は台湾出身で園田学園女子大
学の高 子涵（コウ シカン）さん。また、
印象に残った人に贈られる審査員特
別賞は、ポーランド出身で兵庫教育
大学のオレシック・パウラ・エヴァさん
でした。
　アトラクションでは、振袖姿もあで
やかに筝曲演奏。また、交流会では、
和気あいあいとした雰囲気の中、１
時間があっという間に過ぎました。

第８回日本語スピーチコンテスト
園田学園女子大学で

優勝は中国の莫 嘉茵さん
「おはよう」に込められた日本人の心

　平成26年12月6日（土）オセアニア（フィジー、オース
トラリア、ニュージーランド）からの園田学園女子大学
留学生、尼崎市内在住の外国人と市民、総勢38人で、
世界遺産の姫路城と、世界の名所が一度に楽しめる太
陽公園に一日バスツアーに出かけました。バスは園田
学園女子大学のスクールバスをお借りしました。
　姫路城では、外国人にとって見るものすべてが珍し

世界に誇る白亜の名城姫路城から
世界旅行が楽しめる太陽公園へ

日帰りバスツアー

姫路城を見学 太陽公園で全員そろって記念撮影

く、写真を撮ったり、英語ガイドの説明を聞いたり、質問
したり。太陽公園では思い思いに散策しながら、親交を
深めました。
　この日は晴天でしたが、気温が低く、日本とは気候が
正反対のオセアニアの留学生、特に常夏の国フィジー
からの学生には、日本の寒さも、記憶に刻まれたことで
しょう。

優勝した莫 嘉茵さん
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　阪神尼崎駅より西へ徒歩5分の場所に
ある大きな鳥居が目印の尼崎えびす神社
の宮司をしております。
　一般的に「神主さん」と呼ばれる神職と
いう仕事は、一見伝統的で内向きな印象が
ありますが、とても国際的なものだと思って
います。
　実は、私は神職になる前に、外資系の航
空会社でキャビンアテンダントの仕事をし
ていました。これぞまさに国際的なお仕事
です。飛行機に乗務し、様々な国を行き来
し、多くの国籍を持つ人々と接することが
できました。異文化に触れることは、とても
エキサイティングである反面、ストレスを感
じることもあります。異文化理解は、それを
楽しむ積極性と、異質なものを受け入れる
寛容さによって可能になります。私も長い
間、右往左往しながらも諦めずに異文化交
流を続けることによって、ようやく見えてく
るものがありました。
「国際的」とは何かということ、そして私自
身が「真の国際人」というものを理解してい
なかった、ということを痛感させられたので
す。

　異文化交流をする際に、必要なことのひ
とつは、自分の個性、すなわち自分の生ま
れ育った国、街、文化、習慣、宗教なども含
めた特質を理解し言葉で表現することで
す。
　私の場合、生まれ育った環境が神社でし
たので、これまでに、外国人から神社や日
本の宗教について多くの質問を受けまし
た。しかし、残念ながら日本語でも他者に
説明をした経験がなかったので、それを上
手く伝えることができませんでした。このよ
うな状況では、異文化理解、国際交流は到
底できず、もどかしい思いをしてきました。
それから、自国文化を見直し、神職の資格
を取り日本人以外の方にも日本文化を説
明できるように、また真の国際人と言えるよ
うに、自分なりに勉強をしました。
　今では、年に一度、アメリカのニューヨー
クで国際七五三を執り行ったり、神道や日
本文化をテーマに大学や様々な組織にて
講演をさせて頂いてます。
　これからも日本の美しい個性を追求し、
感動のある国際交流を目指していきたい
と考えています。

尼崎えびす神社
宮司

太田垣亘世さん

英会話
テキストを使用しながら学ぶ初級の２コー
ス。講師はオリジット・バナジー氏とグレゴ
リー・パットン氏です。会員14,000円、一般
16,000円（教材費別途）

実践英会話
いろいろな場面に則した会話を学ぶ中級の
２コース。講師はクリストファー・スミス氏と
マイケル・マッカーシン氏です。会員17,000
円、一般19,000円（教材費なし）

英語でおしゃべり尼崎
簡単な英語で楽しくおしゃべりするうちにい
ろいろな英語表現が学べます。講師は英語
実務の経験が豊富で練達の老紳士、奥田隆
一氏です。3,000円（会員限定、教材費込み）

ドイツ語講座
ドイツ人講師による初級会話の講座を計画
中です。

　　　Why don’t you join
 　　　in our programs?

Amagasaki International Association 
(AIA) provides opportunities for foreign-
ers and Japanese residents to interact by 
promoting various activities such as 
Japanese language class and exciting 
cross cultural events.
For more details, please contact us 
accessing our internet site:
http://hccweb5.bai.ne.jp/aia/

る
べ
学
く
し
楽

  

座
講
学
語

が
の
も
る
く
て
え
見
で
と
こ
る
け
続
ず
め
諦

　皆さまから好評をいただいている語学講
座を、平成27年度前期（５月～９月、全15
回）も引き続き開講します。詳しくは協会
ホームページ、市報あまがさき、市内公民館
等に置くチラシなどでご案内します。皆さま
のご希望に沿った講座をお選びください。ご
応募をお待ちしています。
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おおたがき のぶよ

　尼崎市国際交流協会では「国際理解を深めたい」
「外国の人と交流したい」「勉強中の語学を使ってみ
たい」「日本の文化を外国の人に伝えたい」など、国
際交流に関心をお持ちの皆さまのご参加をお待ち
しています。一緒に楽しみましょう！

尼崎市国際交流協会にご参加を


