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ごあいさつ

いなべ市国際交流協会　会長 多 湖 信 隆

皆さま、 こんにちは！
季節の移りは早く、 春の訪れと時を同じくして2021年度を迎えました。
日頃は当協会の活動 ・ 諸行事にご協力を賜り、 厚くお礼を申し上げます。
さて、 昨年度を省みますと、 世界中が未体験のコロナ恐怖に見舞われました。 当

協会の事業計画も全面的に見直し修正を余儀なくされた1年でありました。 かかる中
で外国語講座 （英 ・ 中 ・ 韓） については、 ２か月間の休講措置を経て６月以降は無
事に講座継続ができ、 受講者 ・ 講師 ・ 関係各位による細やかな感染防止へのご協
力とご尽力に改めてお礼を申し上げます。

中学生の海外派遣を含めた各種交流活動は大半が中止の止むなきに。 市内在住の外国籍の方が対象
のにほんご広場は、 対面学習が再開できるまではZOOM （オンライン会議アプリ） を使ってのフリートーキ
ングに着手し、 スタッフの方々の懸命なトライアルによって軌道に乗せていただきました。

次に、 今年度の事業計画を展望いたします。 ご承知の通り人類の英知を集めたコロナワクチン接種が
やっと実施される段階となり、 感染収束の決め手としてその効果が期待される処であります。 その様な中
で今年度の事業計画は、 例年通りとして諸行事の再開に備えたいと存じます。 具体的には今年度も、①中
学生の海外交流派遣  ②外国語講座  ③にほんご広場  ④外国文化交流会や料理交流会…などであり
各々の活動を通じて当協会は、 海外といなべ市の皆さまを結ぶ「交流の架け橋」となるよう努めて参ります。
引き続き今後も皆さまのご支援を賜りますようお願いと、 併せて諸行事へのご参加をお願い申し上げまして
ご挨拶といたします。

海外派遣・受入

活 動 内 容

　いなべ市国際交流協会は、1995年10月世界各国の歴史文化や人
々と触れ合うことで市の未来を担う子どもたちをはじめ広く市民の
方々に、世界観、国際感覚を養ってもらおうと設立しました。対外
友好交流事業をはじめ、各国の子どもたちと平和的・文化的・友好
的に交流する機会を計画し実施しています。
　1993年からオーストラリア・タスマニア州グレノーラ校へいなべ
市内4中学校から隔年で派遣しています。
　2005年からは、中国・河南省濮陽市との交流も続けています。

外国語講座
　外国人講師による英語・中国語・韓国語教室
を開催しています。
●英　語　小学生クラス・中学生クラス　
　　　　　一般クラス
●中国語　一般クラス
●韓国語　一般クラス　　　

いなべ・にほんご広場
　外国籍の方が少しでも安心して暮らしていけ
るように日本語を勉強する場として、かな文字
や生活に必要な日本語、文字の書き方などを学
習します。また、日本文化に触れる場としてお
花見会や七夕の会、バス校外学習もしています。
その他、防災訓練や日本語でのスピーチ大会も
開催しています。

外国料理交流会
　食を通して、その国の文化や、生活などを知
る機会を作っていただくために、外国人講師に
よる料理交流会を開催しています。

外国文化交流会
　海外紹介・啓発事業として国際理解のために
外国人講師を市内の学校保育園へ派遣するなど
の国際交流活動を行っています。

〈見学歓迎！！　体験入講歓迎！！〉

いなべ市国際交流協会だより
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タスマニア通信（1） 特別寄稿

ブラジル交流会

タスマニア通信（2）

講師…ロッシ ウィルソンさん
　三里小学校6年生を対象にブラジル文化交流会を
開催。
　日本からブラジルまで30時間もかかることや歴
史、自然、学校の生活など、クイズ形式も交えて
教えていただきました。
　三重県からの移民も多くサンパウロ市内には三
重県橋や立派な三重県人会館があるなど意外に知
らないことがあり、児童たちは熱心に話を聞いて
いました。

　タスマニアのすべての友人からこんにちは！ 当地では夏が終わる時期です。
昼間は20℃台半ば、夜は10℃台半ばと過ごしやすい日が続いています。夏の作物はまだ栽培され
ていますが、秋が近づくに連れてリンゴ・梨・ホップの収穫が始まります。渡航制限で昨年はいな
べの素晴らしい中学生の受入れが出来ず、今年は私たちの日本への訪問を妨げています。私たちは
親愛なるいなべの人々を想い出しながら、交流協会が学校へ送ってくれたXmasカードを楽しみま
した。カードは感謝を込めて職員室のテーブルの上に飾ってあります。タスマニア州はコロナウイ
ルスから安全であり、地域での感染はありません。学校での生活は、ソーシャルディスタンスと手
の清潔を励行すること以外はほぼ元の状態に戻りました。渡航制限とは別に現在私たちに影響を与
えていることは、屋外の集まりは2000人以内に制限されており、室内ではソーシャルディスタン
スを遵守しなければならない事です。タスマニアの人々は、地元で食べたり休暇を過ごしたり、ス
ポーツイベントをサポートしたり、自然を探索したりする事が奨励されています。添付の写真は私
たちの美しい谷と、学校区の人々が最近参加したイベントの中からです。ウェリントン山への旅行、
ブラントストーンアリーナでクリケットを見てからカーレースの観戦など。私たちは、いなべの皆
さんが安全で健康であることを願っています。コロナに感染しないで下さい！！ 親愛なるいなべの
友人とタスマニアの私たちは、渡航制限が解除されたら交流訪問が再開するのを楽しみに待ってい
ます。

　昨年タスマニアへクリスマスカードを送りました！　ドナさんから次のメッセージが届いています。
Thank you for your Xmas and New year card.　
Wishing you and everyone in Inabe a safe and healthy year in 2021.　　　Donna 

　渡航制限で友好交流も不自由な中、タスマニアの交流責任者のドナ・ク
ラークさんより訪問交流再開への願いを込めて、特別寄稿を頂きました。
訳文を掲載いたします。

交流のかけはし

2021年2月19日　Donna Clarkより

三里小学校　2月15日
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語学講座特集（1）先生の紹介

〈氏名〉陳　舜先生
〈出身国〉中国　遼寧省　
〈日本滞在年数〉20年
〈趣味〉絵を描く、太極拳
〈日本滞在の動機〉
夫の仕事の関係で日本にやって
きました。
〈日本の生活で思うこと〉
日本に来て以来、ずっと桑名市、いなべ市で中国語を
教えたり、日中友好交流の活動をしたりしています。
みなさんの支えがあったからこそ、長年の異国での生
活を楽しく過ごしてきました。
〈授業や生徒について〉
この中国語講座では、言葉の勉強だけではなく、中国
の歴史、文化、普段の生活なども紹介しています。
私たちの教室で一緒に楽しく勉強してみませんか？
ぜひ、お待ちしております。
〈協会から一言〉　バランスの取れた広い知識、そして
品の良い人柄に長年のキャリアが加わった授業内容に
は定評があります。授業を介して、テキストには無い
中国の話や漢方の話など生きた話題も授業に花を添え
て興味が尽きません。

〈氏名〉李　正蘭先生
〈出身国〉中国遼寧省撫順市
〈日本滞在年数〉16年
〈趣味〉書道、音楽鑑賞
〈日本滞在の動機〉　
日本の方と結婚。
〈日本の生活で思うこと〉
日本人は年と関係なく、子ども
からお年寄りまで学ぶ精神がすごく尊敬されます。私
自身もその影響で今まで考えたこともないことに挑戦
したりして、楽しい生活を送っています。
〈授業や生徒について〉
どんなことでも楽しく続けると結果に繋がります。
〈協会から一言〉　中国語・韓国語・日本語に堪能で、
授業の前には入念なチェックを自ら行って授業に臨ま
れています。アットホームな雰囲気で、分かるまで親
切丁寧に教えるスタイル。日本の生活へ順応する心構
えを大切にされ、今やどう見ても日本の奥さまです。
多彩な趣味にも挑戦されて仲間と一緒に楽しんでみえ
ます。

〈氏名〉ドン・フレーザー先生
〈出身国〉オーストラリア
〈日本滞在年数〉26年
〈趣味〉絵を描くこと、ギター、
バイク
〈日本滞在の動機〉
妻が日本人だということと、日
本の文化や生活様式に興味が
あった。
〈日本の生活で思うこと〉
みなさんとても親切で生活しやすい国だと思います。
〈授業や生徒について〉
生徒さんたちには、英語も好きなゲームをしていると
きの感じで楽しみながら学んでほしいと思います。
そして将来、何かの形で役に立ってくれたら嬉しいで
す。
〈協会から一言〉　アウトドアやバイクツーリングの趣
味がちょっぴりワイルドな容姿によく似合う先生です。
家族とお酒を愛し、悩みは完全に禁煙できないこと。
テキストに拘らず、多彩な人生経験に裏付けされた先
生のフリートークは実践的英会話の大きな自信となる
でしょう。

〈氏名〉水谷　ワルニー先生
〈出身国〉タイ
〈日本滞在年数〉25年
〈趣味〉音楽を聴く、オフロード
バイクに乗る
〈日本滞在の動機〉　
日本人と結婚をしたので日本に
来ました。
〈日本の生活で思うこと〉
みなさんとても親切で優しさに感謝しています。
〈授業や生徒について〉
ゆったりとしてフレンドリーな環境です。
ぜひ一緒に楽しく学びましょう。お待ちしています。
〈協会から一言〉　小学生から一般社会人まで最多の授
業を担当し、いつも情熱を込めて授業の工夫をして頂
いている事に感謝しております。低中学年にはテキス
トと並行して映像や音楽も取り入れて、授業は馴染み
やすくて分かりやすい工夫がなされて、目張り気配り
十分でテンポよく進めてみえます。

英語クラス＜中学生、一般クラス＞ 英語クラス＜小学生、一般クラス＞

中国語クラス 韓国語クラス

私たちが親切丁寧に
教えています！！

いなべ市国際交流協会だより
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語学講座特集（2）

〈名前〉伊藤　光輝
〈学年〉3年生
〈受講歴〉1年
〈受講動機〉
　お母さんが英語の先生だ
から僕も英語を覚えたいで
す。
〈授業について〉
　英語が話せると楽しいで
す。

英語クラス(小学生)
〈名前〉清水　裕佳子
〈学年〉3年生
〈受講歴〉2年
〈受講動機〉　
　外国に行ってみたいから
です。
〈授業について〉
　みんなと楽しく学べます。
　読み書きができるように
なってとっても嬉しいです。

英語クラス(小学生)
〈名前〉坂口　ひかり
〈学年〉４年生
〈受講歴〉３年
〈受講動機〉　
　英語をたくさん知りた
かったから。学校に向けて
の勉強になるから。
〈授業について〉
　最近やっている「GOGO」
と「Tomu」が出てくる動
画がおもしろいこと。それ
に、英語もいっしょなので
楽しいです。あと、いつも
「ブック3」に出てくる英
語がむずかしいので外国の
人はこんなむずかしい英語
を使っているのだな～と思
います。

英語クラス(小学生)
〈名前〉野口　花実
〈学年〉４年生
〈受講歴〉３年
〈受講動機〉　
　英語が楽しそうだから。
〈授業について〉
　これで学校でもできるん
だなと思いました。

英語クラス(小学生)

〈名前〉米山　柚葉
〈学年〉6年生
〈受講歴〉2年
〈受講動機〉
　英語をもっと覚えて世界
中に行きたい。英語を学ん
でみたかったから。
〈授業について〉
　前よりも英語がたくさん
わかるようになったと感じ
る。

英語クラス(小学生)
〈名前〉近藤　孝樹
〈学年〉6年生
〈受講歴〉４年
〈受講動機〉　
　友達が通っていたのでこ
の教室を教えてもらいまし
た。
〈授業について〉
　授業中、先生がほぼ英語
で話をしてくれるので、リ
スニング力が付いたと思い
ます。

英語クラス(小学生)
〈名前〉浅井　芽衣
〈学年〉２年生
〈受講歴〉７年
〈受講動機〉　
　賢くなりたいから。楽し
みながら学習が出来るから。
〈授業について〉
　ドンちゃん（ドン先生）
がおもしろい。
　みんな1つの英語を面白
くするから覚えられる。

英語クラス(中学生)
〈名前〉萩野　琴名
〈学年〉２年生
〈受講歴〉2.5年
〈受講動機〉　
　頭が良くなりたいと思っ
たから。
〈授業について〉
　楽しく学べる。

英語クラス(中学生)

現在約60名の方が学んでみえます。 みなさんの声

〔5〕
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現在約60名の方が学んでみえます。 みなさんの声語学講座特集（3）

〈名前〉匿名希望
〈受講動機〉　
　中国語会話を学んで中国
や台湾を旅行してみたかっ
たから。
〈授業について〉
　中々上達しなくても親切
丁寧に指導して頂けるので
有難い。中国語の会話だけ
でなく、中国の生活、文化、
歴史についても教えていた
だけるので楽しく学べる。

中国語クラス
〈名前〉匿名希望
〈受講動機〉　
　以前から中国語に興味が
あり教室が近くて行ってみ
ようと思いました。
〈授業について〉
　陳先生の授業はわかりや
すくて、とても楽しいです。

中国語クラス
〈名前〉後藤　晃一
〈受講歴〉４年
〈受講動機〉　
　韓国への出張をきっかけ
に、韓国の人達が日本語で
話をして頂き、日本人とし
て韓国語を話して、コミュ
ニケーションを取りたいと
思いました。
〈授業について〉
　習熟度合に応じて、理解
できるまで繰り返し教えて
頂けるので、わからないま
ま次に進みません。また、
経験談を交えながら説明し
て頂けるので、とても分か
りやすく質問に対してもき
ちんと回答して頂けるので
助かっています。

韓国語クラス
〈名前〉田中　舞
〈受講歴〉半年
〈受講動機〉　
　KPOPや韓国ドラマ、韓
国旅行が好きなので学びた
いと思いました。
〈授業について〉
　教科書上だけの勉強だけ
でなく、先生の体験をおり
混ぜてわかりやすく説明し
てくれます。授業の雰囲気
も明るく、とても楽しいで
す。

韓国語クラス

〈名前〉坂本　安則
〈受講歴〉４年
〈受講動機〉　
　英語を話したいという欲
求から、兎に角勉強したい。
〈授業について〉
　学ぶことは楽しい、しか
し上達しないのが辛い。

〈名前〉鈴木　昌代
〈受講歴〉１年
〈受講動機〉　
　英語を話す機会を増やし
たかった。
〈授業について〉
　生徒さんの年代が広くて
アットホームな感じが良い
と思いました。

英語クラス（一般） 英語クラス（一般）

〈名前〉Hiroshi Okada
〈受講歴〉10 years or more
〈受講動機〉In order to 
have daily conversation 
in English when I go 
abroad or being talked 
to by foreigners.
〈授業について〉Taking 
up the current topics, 
we can read or speak 
with great interest. 
Using a screen from the 
internet news, we can 
practice listening.  It's 
just splendid.  We can 
practice English 
conversation using the 
simple example 
sentence of the text. 
We enjoy the English 
conversation.

英語クラス（一般）
〈名前〉山田　美代子
〈受講歴〉３年
〈受講動機〉　
　海外旅行時、英語で対応
できたら旅の楽しさも倍増
すると思い受講し続けてい
ます。
〈授業について〉
　ワルニー先生の発音が
exellentで私たちの知りえ
る単語をできるだけ活用さ
れていてわかりやすいです。
この1月からのテキストが
少し難しいですが頑張りた
いです。

英語クラス（一般）

いなべ市国際交流協会だより
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　にほんご広場でZoomミーティングを開始しました。
　コロナ禍で従来の対面での学習ができない今、何とか学習
者（外国人）との交流を続けたいという思いでZoomを始め
ました。オンラインでの交流活動なので、まだ慣れない部分
も多々ありますがお互いの思い状況等を伝え合うことが出来
ればと思います。そしていつか通常学習再開の日が来るま
で、学びの気持ちをZoomを通して持続して頂きたいと願っ
ています。　　　  （いなべ・にほんご広場  代表　渡辺　隆）

語学講座のご案内 あなたも一緒に始めませんか

韓国語クラス(一般)
曜　日　毎週金曜日
時　間　19：00～ 20：00　20：00～ 21：00
受講料　半年分前払い27,000円（月額4,500円）
年会費　2,000円

英語　中学生クラス
曜　日　毎週火曜日
時　間　19：00～ 19：50　中学1年生

20：00～ 20：50　中学2年生
受講料　半年分前払い21,000円（月額3,500円）
年会費　2,000円

中国語クラス(一般)
曜　日　毎週水曜日
時　間　18：30～ 19：30　19：40～ 20：40
受講料　半年分前払い27,000円（月額4,500円）
年会費　2,000円

英語　小学生クラス
曜　日　毎週土曜日
時　間　  9：10～ 10：00　低学年新規クラス

10：15～ 11：05　小学生クラス①
11：20～ 12：10　小学生クラス②
13：10～ 14：00　小学生クラス③

曜　日　毎週日曜日
10：10～ 11：00　高学年新規クラス

受講料　半年分前払い18,000円（月額3,000円）
年会費　2,000円

英語クラス(一般)
曜　日　毎週日曜日
時　間　9：00～ 10：00（上級クラス）
曜　日　毎週土曜日　
時　間　8：00～ 9：00（入門クラス）
曜　日　毎週月曜日　
時　間　19：00～ 20：00（初級クラス）

20：10～ 21：10（中級クラス）
受講料　半年分前払い27,000円（月額4,500円）
年会費　2,000円

お申込みに際して
●随時入会も受付ますのでお気軽に事務局へご相談ください。
毎週、月・水・金　9：00～ 17：00に常駐しています。

●受講生は国際交流協会会員として年会費2,000円を別途いた
だきます。

●テキストは協会で準備いたします。（別途実費）
●途中で退会される場合は返金できません。
●体験レッスンや見学をご希望の方は、事務局へお気軽にお申
し付けください。

いなべ・にほんご広場　ZOOM運用開始

随時募集中！！

〔7〕

Inabe-city International Exchange Association.
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2021年度のおもな行事予定

●タスマニアグレノーラ校
　中学生交流団派遣

●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、中、韓）

（市内中学生　２・３年生対象）

●世界の料理教室
参加費…会員／２００円
　　　　一般／５００円

●にほんご広場
毎週土曜日　
19：30～21：00
北勢福祉センター

ボランティアスタッフ募集中

（授業見学・体験入講歓迎）
（講師の依頼は３か月前までに）

入会のご案内
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。ぜひご入会ください。

●年会費 ……… 個人／1口 2,000円　　法人／1口 10,000円

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

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）

㈱ 中 京 銀 行 大 安 支 店
大安町平塚下松崎1823－6

共 栄 堂 印 刷 株 式 会 社
北勢町阿下喜2671－1

三 岐 鉄 道 株 式 会 社
四日市市富田3－22－83

株式会社　中　 村 　組
四日市市あかつき台1－192

観　　清　　堂
大安町平塚82－1

株式会社 文 栄 堂
北勢町阿下喜2073－3

水廣製機株式会社
員弁町坂東新田92－2

ジールケア株式会社
員弁町松ノ木1990－1

でんきはうす㈱ナカムラ
員弁町楚原762－1

㈲藤原中村モータース
藤原町東禅寺929－1

個人・法人会員入会募集中！
！

いなべ市国際交流協会  事務局

いいね！して

くださいねホームページ
こちらから

Facebook
こちらから

いなべ市大安町平塚525（スタッフ常駐日時：月・水・金　9：00～17：00）
Tel/Fax  0594ｰ78ｰ4848
E-mail：info@inabeshi-kokusai.com
URL：http://www.inabeshi-kokusai.com

（五十音順）


