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　平成28年５月21日、尼崎市総合文化センターで、
稲村尼崎市長をはじめ多数の来賓を迎え、平成28
年度総会を開きました。国際交流協会が事務所を尼
崎市総合文化センターに開設して初めての総会で
す。
　議事は、昨年度の事業報告のほか、尼崎市制100
周年を記念した協賛事業の企画など新年度事業の
提案、任期満了に伴う役員の選任など。いずれも原
案通り承認、可決され、北村信二郎会長ら新役員が
就任することになりました。
　これまでの総会では、議事の内容説明は、事前に

　このたび会長に選任されました北村信二郎です。どうかよろし
くお願いいたします。
　今年は尼崎市制100周年の意義深い年。そして今、国際化が
進展し、グローバルに交流する世紀となってきました。
　これからの国際交流協会は、今までの姉妹都市交流活動に
止まることなく、新しい時代に即した活動を積極的に展開し、市
民はもちろん外国人市民の皆さんの生活文化の向上に、しっか
りお役に立てるよう心掛けねばならないと強く存じております。
　今回、アクテイブな若い理事がご就任下さいました。役員、会
員の皆さんともども手を組んで魅力ある未来志向の活動を進め
ていく所存です。
　どうかこの上とものご理解とご協力を心からお願い申し上げ
ます。
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お送りした議案書を読み上げるものでしたが、今回
は、協会の活動内容をより分かりやすく理解して頂く
ため、事業報告・計画ではパワーポイントを使った映
像で紹介しました。講座やイベント、交流会など、写
真や資料を織り交ぜた画面が好評で、数日かけて作
成に当たった会員たちの苦労も報われました。
　総会の後は、会場を移しての懇親会。ここでも会員
有志によるオカリナの演奏が和やかな雰囲気づくり
に一役買いました。テーブルを囲んで近況を語り
合ったり、今後の国際交流事業についての希望や要
望も出るなど、会員同士の交流が深まりました。
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尼崎市国際交流協会会長　北村信二郎

Inaugural speech

パワーポイントを使って説明
来賓あいさつする稲村尼崎市長 資料を映写して説明しました

就任にあたってあいさつをする北村新会長
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語学部会 交流部会

　語学部会では、「市民の語学力向上」の機会を提供するた
め、英語とドイツ語の語学講座を開講しています。英語講座
は、テキストを使用する初級とテキストを使用しない会話中
心の中級。毎週１回、市内の公民館で開講しています。講師
は市内中学校で英語指導や英会話講師をされているネイ
ティブの方です。受講生は学生や社会人、主婦など様々で、と
てもアットホームな雰囲気です。今年度からさらに１講座を
加え５講座を開講しました。
　また、尼崎市とドイツのアウクスブルク市が姉妹都市関係
にあることから開講しているドイツ語講座は初級文法を一通
り終了した方向けのクラス。他市ではあまり見られない試みと
して好評です。
　さらに、市民や関係団体の皆さんが、日本語から外国語、外
国語から日本語への通訳や翻訳を気軽に依頼できるシステ
ムとして、数か国語に対応可能な「有償ボランティア通訳・翻
訳者登録制度」を設けています。

　交流部会は尼崎市内と近隣市町村の外国人との交流を
盛んにするための各種イベントを企画し、開催しています。
　その一つである交流サロンは日本文化を紹介し、体験す
ることで、より理解を深めていただこうとするもの。人気の
あったのは浴衣の着付けと盆踊りの組み合わせ行事です。
　そのほか文化講演会やバスツアーなどがあります。
　また、より多くの市民に広く協会を知っていただくため、年
１回「国際交流イベント」を開催しています。「茶の湯、お手前
実演」や「折り紙講習会」など。今年は「尼崎市民まつり」に出
店します。
　また、ホームステイ・ホームビジット受入家庭登録事業で
は、外国人の受け入れを促進しています。
　さらに、尼崎市と姉妹都市であるアウクスブルク市との交
流を進めるための「ドイツクラブ」と友好都市である鞍山市と
の交流を進める「牡丹会」では「中国衣装ファッションショー」
や「中国料理講習会」といった催しを展開しています。

尼崎市国際交流協会が誕生したのは1979（昭和54）年12月５日。国際化が進む中で、尼崎市と協働
して、人物、教育文化、産業経済等、ひろく国際友好交流を促進し、市民の国際力を高める様々な事
業と外国人市民に対する各種の協力、支援事業を推進するため、友好親善市民団の相互訪問と市
民交流、青少年の海外派遣及び受け入れ、講演会、セミナー、語学講座の開催、ホームステイ、ホー
ムビジット受け入れ家庭の紹介、ボランティア通訳・翻訳の登録及び紹介などを行っています。 
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ゆかたで盆踊り
　「ゆかたを着て太鼓の演奏で盆踊り」を、平成28年７月
10（日）午後２時～４時、中央公民館で開催しました。参加
者は外国人(中国、インドネシア、アメリカ)20人、日本人30
人。外国人参加者は浴衣か半被を着て、尼崎太鼓愛好会
の皆さんによる太鼓演奏と盆踊り曲に合わせて２時間の
盆踊りを楽しみました。盆踊りの指導は尼崎太鼓愛好会の
方々に、また浴衣の着付けは交流協会の会員の皆様に協
力していただきました。ベイコム・ケーブルテレビ局の撮影
もあり、後日テレビ放送されました。

イギリスの大学生を寺町案内
　平成28年7月21日(木)、イギリスの大学生6人が尼崎市
を訪問、午後の半日間、市内を巡りました。そのうち寺町め
ぐりのガイド通訳を、尼崎市国際交流協会ボランティアに
登録している櫻井さんが担当しました。
　兵庫県では毎年、国際交流活動の一環としてイギリスの
オックスフォード大学とケンブリッジ大学の学生を招いて
います。そのうちの6人が、尼崎市を訪れたものです。

家庭的な雰囲気の講座を 日本文化体験し理解深める
Experience of Japanese culture Courses with homey atmosphere

ドイツ語講座 初級英会話講座３ 茶の湯体験 折り紙づくり

2

A 　  I 　　 A

語学部会 交流部会

　語学部会では、「市民の語学力向上」の機会を提供するた
め、英語とドイツ語の語学講座を開講しています。英語講座
は、テキストを使用する初級とテキストを使用しない会話中
心の中級。毎週１回、市内の公民館で開講しています。講師
は市内中学校で英語指導や英会話講師をされているネイ
ティブの方です。受講生は学生や社会人、主婦など様々で、と
てもアットホームな雰囲気です。今年度からさらに１講座を
加え５講座を開講しました。
　また、尼崎市とドイツのアウクスブルク市が姉妹都市関係
にあることから開講しているドイツ語講座は初級文法を一通
り終了した方向けのクラス。他市ではあまり見られない試みと
して好評です。
　さらに、市民や関係団体の皆さんが、日本語から外国語、外
国語から日本語への通訳や翻訳を気軽に依頼できるシステ
ムとして、数か国語に対応可能な「有償ボランティア通訳・翻
訳者登録制度」を設けています。

　交流部会は尼崎市内と近隣市町村の外国人との交流を
盛んにするための各種イベントを企画し、開催しています。
　その一つである交流サロンは日本文化を紹介し、体験す
ることで、より理解を深めていただこうとするもの。人気の
あったのは浴衣の着付けと盆踊りの組み合わせ行事です。
　そのほか文化講演会やバスツアーなどがあります。
　また、より多くの市民に広く協会を知っていただくため、年
１回「国際交流イベント」を開催しています。「茶の湯、お手前
実演」や「折り紙講習会」など。今年は「尼崎市民まつり」に出
店します。
　また、ホームステイ・ホームビジット受入家庭登録事業で
は、外国人の受け入れを促進しています。
　さらに、尼崎市と姉妹都市であるアウクスブルク市との交
流を進めるための「ドイツクラブ」と友好都市である鞍山市と
の交流を進める「牡丹会」では「中国衣装ファッションショー」
や「中国料理講習会」といった催しを展開しています。

尼崎市国際交流協会が誕生したのは1979（昭和54）年12月５日。国際化が進む中で、尼崎市と協働
して、人物、教育文化、産業経済等、ひろく国際友好交流を促進し、市民の国際力を高める様々な事
業と外国人市民に対する各種の協力、支援事業を推進するため、友好親善市民団の相互訪問と市
民交流、青少年の海外派遣及び受け入れ、講演会、セミナー、語学講座の開催、ホームステイ、ホー
ムビジット受け入れ家庭の紹介、ボランティア通訳・翻訳の登録及び紹介などを行っています。 

尼崎市国際交流協会

Language  
section  

Interaction  
section

magasaki ssociation nternational 

ゆかたで盆踊り
　「ゆかたを着て太鼓の演奏で盆踊り」を、平成28年７月
10（日）午後２時～４時、中央公民館で開催しました。参加
者は外国人(中国、インドネシア、アメリカ)20人、日本人30
人。外国人参加者は浴衣か半被を着て、尼崎太鼓愛好会
の皆さんによる太鼓演奏と盆踊り曲に合わせて２時間の
盆踊りを楽しみました。盆踊りの指導は尼崎太鼓愛好会の
方々に、また浴衣の着付けは交流協会の会員の皆様に協
力していただきました。ベイコム・ケーブルテレビ局の撮影
もあり、後日テレビ放送されました。

イギリスの大学生を寺町案内
　平成28年7月21日(木)、イギリスの大学生6人が尼崎市
を訪問、午後の半日間、市内を巡りました。そのうち寺町め
ぐりのガイド通訳を、尼崎市国際交流協会ボランティアに
登録している櫻井さんが担当しました。
　兵庫県では毎年、国際交流活動の一環としてイギリスの
オックスフォード大学とケンブリッジ大学の学生を招いて
います。そのうちの6人が、尼崎市を訪れたものです。

家庭的な雰囲気の講座を 日本文化体験し理解深める
Experience of Japanese culture Courses with homey atmosphere

ドイツ語講座 初級英会話講座３ 茶の湯体験 折り紙づくり

2



□日本語講座□世界のクッキング□スピーチコンテスト

□高校生語学留学派遣事業

□AIAだより発行□ホームページ運営□PR活動・・・講演会等

共生部会 EIL部会

広報委員会

　多文化共生という言葉を、お聞きになったことはあります
か？　多文化共生とは、国籍や民族などが異なる人々が、
互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとし
ながら、地域社会の構成員としてともに生きていくことを言
います。尼崎市内にも、外国人市民や留学生が大勢生活し
ています。共生部会は、尼崎市内で生活する外国人の日本
語学習と日本語によるコミュニュケーション能力向上の支
援を中心に主に三つの事業を実施しています。
　今年で13年目になる「日本語講座」では、ボランティアの
日本語講師と外国人学習者が毎週マンツーマンで日本語
を学習しています。また、毎年、尼崎市内の大学を会場に、
外国人による「日本語スピーチコンテスト」を開催していま
す。日本で暮らす外国人が日頃どんなことを思い、感じてい
るかを発表してもらいます。「世界のクッキング」では、外国
人や、他国の料理や文化に詳しい人を講師に招き、外国料
理を習いながらその国の文化に触れていただいています。

総　会　　理事会　　語学部会　
　　　
　　　　　　　　　　交流部会

　　　　
　　　　　　　　　　共生部会　
　　　　
　　　　　　　　　　ＥＩＬ部会
　　　　　　　　　　　　　　　
事務局　　　　　　　広報委員会

Symbiosis  
section

EIL  
section

□語学講座（英語・ドイツ語）□通訳・翻訳ボランティア登録

□国際交流イベント□市内在住外国人との交流事業
□ホームステイ・ホームビジット受入家庭登録□ボランティア管理
□アウクスブルク市交流事業・ドイツクラブ□鞍山市交流事業・牡丹会

ボランティア日本語講師の養成講座
 日本語を学びたい外国人が増えています。今年８月「日本
語ボランティア講師養成講座」を開催しました。元YMCA日
本語教師の近藤和子先生に講師をお願いし、22人の受講
者が参加しました。内容は外国人に日本語を教えるための
「日本語文法」（日本人が学校で習う国文法とはちょっと違
います）や、実際の授業の進め方のポイントなど。猛暑の
中、５回の講座を、毎回熱心に受講されていました。最後ま
で受講された方には修了証をお渡ししました。

　EIL（TheExperiment in International Living＝公益社団
法人日本国際生活体験協会）は、ホームステイを通じて国
際交流をはかり世界平和に寄与することを目的とした非営
利法人です。高校生、社会人、主婦、シニアなどあらゆる世代
に対して、ホームステイ、留学、交換留学などのプログラムを
提供します。尼崎市国際交流協会は、EIL尼崎地区委員会の
運営を行っています。今年度は、 市立高校生8人をマレーシ
アでの外語学研修に派遣しました。（詳細は４面）

PR committee

　広報委員長のもと、各部会から選ばれた４人と事務局で
広報委員会を構成しています。
　年2回発行の情報紙「尼崎市国際交流協会だより」の編
集とホームページの運営のため、年間約6回の編集会議を
開き、毎回熱い議論を戦わせています。さらにＰＲ力を高
めるため、折にふれて編集や文章の書き方研修を開いてい
ます。

Recruit　members
会員募集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
　会員には協会主催の各種イベントや語学講座の情報
をお知らせします。会員優先予約やお得な会員価格のほ
か会員限定イベントもあります。また、会報や関係団体か
らのお得な情報をお届けします 。 
 　■年会費（毎年４月～翌年３月末） 
 　　　普通会員（個人）　2,000円
 　　　学生会員（個人）　1,000円
 　　　賛助会員（団体・法人等）　20,000円  

もっと分かりあうために 高校生を語学研修に派遣

情報紙やホームページを編集

HS kids for overseas English trainingPromoting mutual understanding

Editting information paper and web pages

尼崎市国際交流協会のホームページ

日本語スピーチコンテスト 世界のクッキング
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　広報委員長のもと、各部会から選ばれた４人と事務局で
広報委員会を構成しています。
　年2回発行の情報紙「尼崎市国際交流協会だより」の編
集とホームページの運営のため、年間約6回の編集会議を
開き、毎回熱い議論を戦わせています。さらにＰＲ力を高
めるため、折にふれて編集や文章の書き方研修を開いてい
ます。

Recruit　members
会員募集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
　会員には協会主催の各種イベントや語学講座の情報
をお知らせします。会員優先予約やお得な会員価格のほ
か会員限定イベントもあります。また、会報や関係団体か
らのお得な情報をお届けします 。 
 　■年会費（毎年４月～翌年３月末） 
 　　　普通会員（個人）　2,000円
 　　　学生会員（個人）　1,000円
 　　　賛助会員（団体・法人等）　20,000円  

もっと分かりあうために 高校生を語学研修に派遣

情報紙やホームページを編集

HS kids for overseas English trainingPromoting mutual understanding

Editting information paper and web pages

尼崎市国際交流協会のホームページ

日本語スピーチコンテスト 世界のクッキング
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　語学学校の登校初日にテストが
あってクラスが決まり、全て英語での
授業が始まりました。当初戸惑ってい
た研修生もサウジアラビヤやロシア、
リビアなど様々な国の人々と会話す
ることができ、授業が進むにつれ友達
も増えていきました。学生寮でも、カ
ザフスタンや台湾の人と同室になり、
なかなかコミュニケーションが取りづ
らい様子でしたが、徐々に仲良くなっ
ていきました。
　課外授業としてアジア・パシフィッ
ク大学の見学や世界遺産の街「マ
ラッカ」見学にも出かけ、丘の上の教
会からマラッカ海峡を臨みました。研
修生たちは、マレーシアの地で日本で
はできない貴重な経験を積み、成長
して帰って来てくれたと思います。

　外国人を講師に招き、その国の料理を紹介していただく「世界のクッキング」。
世界の郷土料理の実習を通して、その国の文化や暮らしなどを紹介してもらう楽
しい料理教室です。実習後には、全員で試食します。
　平成28年11月27日（日）午前10時～午後2時、園田公民館実習室で。定員先
着25人（会員10人、一般15人）。参加費は会員1,300円、一般1,800円。

　尼崎市国際交流協会では毎年、尼崎市内3大学の留学生を中心に、日本語が母語でない在日5年以内の外
国人を対象に「日本語スピーチコンテスト」を開催しています。会場は、3大学が回り持ちで提供し、今年度は関
西国際大学尼崎キャンパスです。コンテストの審査は、3大学の先生と協会のメンバーで構成する審査委員会
が行います。コンテストとは別に、協会の日本語講座の受講生など在日5年を超える方が参加できる自由発表
の出場者も募集します。当日はスピーチコンテストの後、参加費無料の交流会を行います。
　平成29年2月25日(土)午後１時～５時、関西国際大学尼崎キャンパスで。定員100人。参加費無料。

 市立高校生を対象に海外語学研修派遣事業を実施しました。第2回目になる今回は、
尼崎市制100周年記念事業として尼崎市と共催で、市立尼崎高校、双星高校各4人の計
8人が7月23日から4週間、マレーシアで英語研修に励みました。尼崎市教育委員会か
ら脇田高史指導主事、尼崎市国際交流協会から杉谷俊一副会長が同行しました。

海外語学研修派遣    
市立高校生８人がマレーシアへ

　日本とマレーシアの違いについ
て、研修生の誰もが実感したのは、
日本とマレーシアの英語学習の違
いでした。マレーシアでは、英語だ
けでなく、数学などの他の授業も英
語で教えられています。日本では英
語の授業でも日本語で教わります。
日本では文法や語彙の学習がしっ
かりされていると感じますが、その
反面、発音の面では、日本人の発
音は他国の人に伝わりにくいこと
が多く、会話力についても、マレー
シアや他国の人の方が力があると
思いました。
　日本は先進国として、誰もが周り
の国と対等に話し合えるように、さ
らに英語教育を発展させるべきだ
と感じました。

World cooking class

Speech contest for foreigners

世界のクッキング
小畑ネハさんとつくるインドのカレー教室
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尼崎市教育委員会　
指導主事　脇田高史研修生

ＥＬＣ語学学校マレーシア校で

Training English abroad


