
いなべ市いなべ市 2020年

いなべ市国際交流協会
〒511-0273 三重県いなべ市大安町平塚525番地
TEL・FAX：0594-78-4848（月・水・金　9：00～17：00）
http://www.inabeshi-kokusai.com
E-mail：info@inabeshi-kokusai.com

Inabecity  International  Exchange  Association

ベトナムラオス

カンボジア

ネパール

中国

オーストラリア

タイ
マレーシア

フィリピン

ブラジルペルー

ボリビア

アルゼンチン

アメリカ

濮陽市

いなべ市

タスマニア

北京

韓国
日本

上海

ケアンズ

シドニー

インドネシア

モンゴル

ロシア

スリランカ

インド

パキスタン
バングラ
ディシュ

あいさつ・2019年度活動内容
外国人講師の派遣
国際交流協会の活動
世界の料理交流会
語学講座・にほんご広場
おもな行事・国際交流会入会案内

P2
P3
P4～7
P8
P9
P10

目　次



2019年度　協会活動内容

ごあいさつ

会長　出 口 源 衛

　新緑の候、市民の皆様方には「いなべ市国際交流協会」の維持・運営・発展に一方な
らぬご理解とご尽力を賜り、心より御礼申し上げます。
　さて、昨年度は、7月に中国濮陽市、10月にはオーストラリア・タスマニアからそれ
ぞれ中学生友好交流団が来日し、いなべ市内の中学生、地域の皆様との交流や企業見学
を行いました。
　また、訪れた交流団はいなべ市内のホストファミリー宅に泊まり、家族と交流を深め
ました。
　当協会では、2020 年度も年間事業として「タスマニアへの中学生派遣」、「市内の保育園・
小学校・児童センター等への講師派遣」、「世界の料理交流会」「外国語講座」「にほんご広場」
などを計画しております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
　これからも交流を進める中で、次代を担う子どもたちの国際感覚を伸ばし、世界で活
躍できる人材の育成に努力して参りたいと思っております。
　皆様の変わらぬご支援と共に、多数の方々が当協会の諸行事にご参加賜りますようお
願い申し上げます。

① 国際交流事業
　 　７月　中国濮陽市交流団来日（受入）
　 １０月　オーストラリア・タスマニア交流団来日（受入）
② 海外紹介・啓発事業
　　 ７月　丹生川小学校（夏祭り）　　（フィリピン舞踊交流会）
　 １０月　はっぴぃはあと　　　 　　（中国舞踊交流会）
　 １２月　丹生川小学校　　　　　 　（フィリピン文化交流会）
　　 １月　藤原小学校　　　　　　 　（ブラジル文化交流会）
　　 ２月　三里保育園　　　　　　 　（タイ舞踊交流会）
　　 ２月　三里小学校　　　　　　 　（インド料理交流会）
③ 世界の料理交流会
　　 ６月　フィリピン料理
　 １１月　スリランカ料理
④ 語学講座（年間事業）
　 英語８クラス、中国語１クラス、韓国語1クラス、にほんご広場４クラス
⑤ 語学講座のイベント
　　 ３月　お花見会　　　　　　　 　（にほんご広場）
　　 ７月　七夕学習会　　　　　　　 （にほんご広場）
　　 ８月　防災学習会　　　　　　　（にほんご広場）
　 １０月　ハロウィンパーティ　　　（英語クラス）  
　　　　　 スピーチ大会　　　　　　（にほんご広場）
　 １１月　校外学習　　　　　　　　 （にほんご広場）
　 １２月　クリスマス会　　　　　　 (英語クラス) 
　　　　　 お楽しみ会　　　　　　　（にほんご広場）

げん　　え
いなべ市国際交流協会

いなべ市国際交流協会だより
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外国人講師の派遣

（株）ロイヤル様より教材の寄贈

7月7日（日）　丹生川小学校（夏祭り）（フィリピン舞踊交流会）　

（講師の派遣を希望される学校、保育園は派遣希望日の3 ヵ月前までに
  事務局へお申し込みください）

10月23日（水）　はっぴいはあと（中国舞踊交流会）

12月5日（木）　丹生川小学校（フィリピン文化交流会） 1月21日（火）　藤原小学校（ブラジル文化交流会）

2月7日（金）　三里保育園（タイ舞踊交流会） 2月21日（金）　三里小学校（インド料理交流会）

講師
池田 スサナさん
春島 アイリーンさん
岡本 エレナさん

講師
戴　嘉汐さん

講師
鷹見 ジンさん

講師
ロッシ ウィルソンさん

講師
山川 レヌーさん
石川 キッタポンさん
小澤 スマリーさん

講師
シャルマ ディラジさん
ラック シーマンさん

【派遣内容例】
　･ タイ､ ベトナム､ ペルーなどの民族舞踊鑑賞
　･ 外国料理を作りながら交流
　･ 異国の文化 ･ 生活 ･ ことば ･ 遊びを通して学ぶ

など

外国の文化・
料理を学ぼう!!

お気軽に

ご連絡く
ださい！

1月24日、㈱ロイヤル様より当協会の「にほん
ご広場」で使用する教材及びデジタルカメラの寄
贈を、名古屋銀行様の「ＳＤＧｓ・寄贈型私募債　
未来への絆」を通じていただきました。

いただいた教材等は、市内在住・在勤の外国人
の方、又、未来を担う市内の子どもたちのために
大切に且つ有効に使わせていただきます。本当に
ありがとうございました。

　｢いなべ市国際交流協会｣ では将来を担う子どもたち
のために市内の子育て支援センター ･ 保育所 ･保育園 ･
小中学校などへ外国人講師の派遣をおこなっています。
　世界各国の人々と触れ合うことで異文化を知り、将来
国際的な感覚を身につけていけるきっかけになれば､
と心を込めてお手伝いさせていただいています。
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2019.7.11（木）～7.15（月）　5日間

　　月日　曜日　　　時　間　　　　　　　　　内　　容

7/8（月）～ 10（水）　　　　  濮陽市→北京
　　　　　　　　　　　　　→東京（成田空港）→静岡
7/11（木） 19：30   いなべ市→ホームステイ先へ
7/12（金）   9：00   国際交流協会集合
                　　    9：45   員弁中学校にて交流(2.3限目）
 　　　　11：40   昼食　
 　　　　13：30  トヨタ車体（株）いなべ工場見学 
 　　　　16：00   いなべ市役所表敬訪問
　　　　　　　　17：00   大安イオン
 　　　　18：30   ホームステイ先へ　
7/13（土）   9：00   国際交流協会集合
             10：00   藤原パークゴルフ体験
 　　　　11：00   昼食
 　　　　13：00   蕎麦打ち体験（雅会）
 　　　　15：45   お抹茶体験（撫子会）　
 　　　　17：30   歓迎会→ホームステイ先へ
7/14（日）    ホストファミリーと過ごす
7/15（月）   8：00   国際交流協会　お別れ会
7/16（火）～ 18（木）   京都→奈良→大阪
　　　　　　　　　　　　  →北京→帰国

トヨタ車体見学 藤原パークゴルフ体験

中国濮陽市友好交流団来日（受入）

日 程 表 員弁中学校にて授業見学・交流

いなべ市国際交流協会だより
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国際交流協会にて
ホストファミリーとのお別れ会

歓迎会

お抹茶体験　（撫子会）
蕎麦作り体験　（雅会）

いなべ市表敬訪問
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2019.10.3（木）～10.7（月）　5日間
オーストラリア・タスマニア交流団来日（受入）

　　月日　曜日　　　　時　間　　　　　　　内　　容

9/28（土）～ 10/2（水）　　ホバート→東京→静岡→名古屋
10/3（木）  　8:50　名古屋お迎え 
    10:00　いなべ市国際交流協会到着 
　　　　　　　　  10:30　ヤマザキマザックマニュファクチャリング（株）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（いなべ製作所）見学
　　　　　　　　　　　　　昼食
　　　　　　　　  13:30　太平洋セメント（株）藤原工場
　　　　　　　　　　　　（工場・鉱山見学、夕食交流会）
　　　　　　　　  19:30　ホームステイ先へ
10/4（金）　　　　　8:30　国際交流協会発 
　　　　　　　　    9:00　藤原中学校にて交流（1.2限目） 
　　　　　　　　　　　　  昼食　
　　　　　　　　  13:20　（株）デンソー大安製作所見学
　　　　　　　　  16:00　市表敬訪問（にぎわいの森、大安イオン）
　　　　　　　　  18:30　ホームステイ先へ　 
10/5（土）　　　　   8:30　国際交流協会発　 
　　　　　　　　    8:40　三里保育園（運動会見学、参加）
　　　　　  　　　10:10　着付け体験（近藤教室）
　　　　　　　　　　　　  昼食
　　　　　  　　　13:30　蕎麦作り体験（雅会）
　　　　　　　  　　　　　藤原自然科学館見学
　　　　　  　　　17:30　歓迎会
　　　　　　　　　　　　 ホームステイ先へ
10/6（日）　　　　　　　　ホストファミリーと過ごす
10/7（月）　　　　　8:00　国際交流協会にてお別れ会　 
  　　　　　　　  　9:30　国際交流協会発→京都へ 
　　　　　　　　　　　　 金閣寺、嵐山、天龍寺見学
 　　　　  17:00　京都駅　京都泊　お別れ
10/8（火）　　　　   　　　京都―関西空港→ホバートへ

日 程 表

藤原中学校見学・交流

カンガルーダンスを一緒に踊りました

ヤマザキマザック工場見学

太平洋セメント工場、鉱山見学
夕食交流会

いなべ市国際交流協会だより
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市表敬訪問デンソー大安製作所工場見学

三里保育園運動会見学

ランチタイム

着付け体験　（近藤教室）

金閣寺

国際交流協会にて
ホストファミリーとのお別れ会

嵐山（渡月橋）、天龍寺見学

蕎麦作り体験　（雅会）

中国、タスマニア来日の際は、ホストファミリーの方々をはじめ、各
企業様、地域の皆様には、大変お世話になりありがとうございました。

歓迎会
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・ティノラング・マノック
・ギナタアング・ヒポン・アット・カラサバ
・アドボング・バボイ
・マハブランカ

〈メニュー〉

世界の料理交流会　 内容、参加募集につきましては Link に掲載します。
講師募集もしていますので事務局までお問い合わせください。

6月23日（日）　フィリピン料理

講師　池田 スサナさん
　　　春島 アイリーンさん

・ダルカレー
・ビーフカレー
・カスタードデザート
・イッキリー
・ホッパー
・オレンジジュース

〈メニュー〉11月16日（土）　スリランカ料理　

講師　サルミラーさん
　　　ザルミさん

いなべ市国際交流協会だより

〔8〕



語学講座

にほんご広場

（講座内容につきましてはLink３月号に掲載しております。
　詳しい内容は事務局までお問い合わせください）

（いなべ市在住の外国人の方に日本語を学んでいただく場です）

〈中国語クラス〉

講師　陳　舜先生 講師　李　正蘭先生

〈韓国語クラス〉

〈英語・小学生クラス〉

講師　水谷 ワルニー先生 講師　ドン・フレーザー先生
　 水谷 ワルニー先生

〈英語・一般クラス〉

〈にほんご広場〉いなべ市で住む外国人の方が安心して暮らせる
ようにと心あるボランティアスタッフが支援し
てくださっています。スタッフ

随時募集中！
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2020年度実施予定のおもな行事
●タスマニアグレノーラ校
　中学生交流団派遣（8月下旬）

●にほんご広場

●学校・保育所などへの
　国際交流活動
　外国人講師の派遣

●外国人講師による
　外国語講座

英語、中国語、韓国語

（市内中学生　２．３年生対象）

毎週土曜日　19：30～21：00
北勢福祉センター 2階

※Link３月号で募集して
　います。

●世界の料理教室
参加費…会員／２００円
　　　　一般／５００円

生徒、スタッフ随時募集しています

6月にタイ料理を予定しております

お気軽に一度体験レッスンに来てください

現
在
開
講
中
の
語
学
講
座

入会のご案内

小学生英語 低学年・高学年

小学生英語 高学年・新規

中学１年生英語
中学２年生英語
一般英語（入門）

一般英語（初級・中級）

一般英語（上級）

中国語（初級・中級） 
韓国語（初級・中級）

土曜日
日曜日
火曜日
火曜日
土曜日
月曜日
日曜日
水曜日 
金曜日

いなべ市国際交流協会では、本会に協力・支援をしていただける方、また一緒に活動
していただける方を募集しています。ぜひご入会下さい。

● 年会費 ……… 個人／1口 2,000円　　法人／1口 10,000円

出口源衛　　伊藤智子　　川島　修　　後藤友則　　多湖信隆　　出口義明　　中村　昇
服部誠子　　日沖正信　　細川美保　　水谷絵美　　渡辺　隆　　若松芳弘　　小林　馨

国際交流協会の活動内容やご質問等は下記の方、または事務局にお気軽にお尋ねください。

法 人 会 員　（敬称略）

三 岐 鉄 道 株 式 会 社
四日市市富田3－22－83

㈱ 中 京 銀 行 大 安 支 店
大安町平塚下松崎1823－6

株式会社　中　 村 　組
四日市市あかつき台1－192

共 栄 堂 印 刷 株 式 会 社
北勢町阿下喜2671－1

ジールケア株式会社
員弁町松ノ木1990－1

㈲藤原中村モータース
藤原町東禅寺929－1

株式会社 文 栄 堂
北勢町阿下喜2073－3

でんきはうす㈱ナカムラ
員弁町楚原762－1

水 廣 製 機 株 式 会 社
員弁町坂東新田92-2

観　　清　　堂
大安町平塚82－1

個人・法人会員入会募集中！！

小学生 /￥3,000
中学生 /￥3,500
一　般 /￥4,500

年会費 /￥2,000

※半年分前払いです。

受講いただくときには
別途年会費が必要です。

受講料（月額） 事務局
Tel/Fax  0594-78-4848

（月・水・金　9：00～17：00）
E-mail
  info@inabeshi-kokusai.com
URL
  http://www.inabeshi-kokusai.com

ホームページ
こちらから

Facebook
こちらから

いいね！して

くださいね

＊詳しくは事務局までお問い合わせください


