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ミネアポリスからの訪問団と実用日本語学習会の皆さん　茨木神社にて
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Facebookでもイベント情報などをお知らせします

〒567-8505　茨木市駅前三丁目8番13号　
茨木市市民文化部文化振興課内
TEL.072-620-1810　FAX.072-622-7202
ホームページアドレス　http://www.ifai.jp/

茨木市国際親善都市協会

編集・発行

　協会ホームページでは、「新着情報」・「募集情報」
など、協会のイベントの情報を発信しています。
また、姉妹都市活動室や実用日本語学習会のペー
ジ、多言語での情報発信をしているページの情報
なども掲載しています。
ぜひチェックしてください！

茨木市国際親善都市協会のホームページをご覧ください！！

茨木市国際親善都市協会Facebookページ！！
　協会では、民間のソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス（SNS）を活
用 し、「茨 木 市 国 際 親 善 都 市 協 会
Facebook ページ」を運用しています。
ぜひご利用ください !!
　茨木市国際親善都市協会 Facebook
ページはどなたでも閲覧することがで
きます。

　茨木市国際親善都市協会 Facebook
ページの「いいね！」を押したり、コ
メントを投稿するためには、アカウン
ト登録が必要です。 13 歳以上であれば
無料でアカウント登録ができます。
Facebook の 利 用 方 法 に つ い て は、

「Facebook ヘルプセンター」でご確認
ください。

茨木市国際親善都市協会 会員募集！！
　本協会では、茨木市の姉妹・友好都
市をはじめ、国際交流に興味を持ってお
られる方の入会をお待ちしています。
　会員のみなさまには、協会が催す交
流行事のご案内や、協会主催事業への
参加費の一部助成、また、年２回発行
する協会報の送付を行っております。

主な
活動内容

年会費

申込先

協会ホームページ：http://www.ifai.jp/

国際交流の集い
姉妹・友好都市への市民親善訪問
中・高校生の「英語スピーチ大会」など
個人会員：( 一般 ) 2,000 円　( 学生 ) 1,000 円　団体会員：一口 5,000 円
協会事務局 ( 茨木市市民文化部文化振興課内）TEL.072－620－1810

茨木市国際親善都市協会
ホームページ

http://www.ifai.jp/
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第34回茨木市国際親善都市協会

2017年度派遣 小豆島オリーブマラソン訪問団

オリーブマラソンオンリーの私は、毎年目標を掲げて参加しています。
①楽しむ…オリーブ公園では、ほうきにまたがり「婆女の宅急便」の写

メ撮り。ばっちり !! 勿論、名産のお土産も購入しました。
　前夜祭では、乾杯の合図と共に、飲んで、歌って、明日の「ラン」に

備えて楽しく充電。準備万端 !!
②握手と写真撮影…ゲストランナーの増田明美さんはとても気さくな

方。握手したままお話ししてくださったり、たっぷりパワーを頂きま
した。

　「増田明美の夫」様も一緒にパチリ !! 幸せオーラも頂きました。
③ラン…青い空と海、太鼓と地域の方の声援、「楽しく走って !!」増田明

美さんのメッセージ、全てをパワーに変えてと思っても苦しくて辛い
ものです。ゴールが遠い !!

　しかし、ゴールテープを切った途端、爽快感に変わります。「やったー !!」
　今年も皆さまのおかげで目標達成です。ありがとうございました。

　５月27日、毎年恒例の小豆島オリーブマラソン訪問団が香川県小豆島
町へ出発しました。お天気に恵まれた２日間、１日目は小豆島町の観光
名所などをまわり、２日目がメインのマラソン大会！素敵な風景や輝く
海を見ながら、小豆島を駆け抜け、皆さん笑顔でゴールされました！
　今回の訪問団に参加された山中利子さんから感想をいただきました。平成 30 年１月 21 日（日）

午後 0：30 ～ 3：30

生涯学習センター２階　きらめきホール
〒567-0028　大阪府茨木市畑田町1番43号

中国伝統舞踊
もちつき体験

etc

●
●
●
●

（内容は予定です。当日変更になる可能性があります。）

※写真は昨年の
　国際交流の集いの
　様子です。

入場無料・申込不要で、どなたでもご参加いただけます。
茨木市在住外国人のみなさんと交流しましょう！
お子様と一緒にご参加ください！
留学生のみなさんもぜひご参加ください！！

日  時

会  場

国際交流の集い

イベント内容

英語スピーチ大会実施内容報告
　11 月 5 日（日）、茨木市・教育委員会・本協会で共催している英語スピーチ大会が開催されました。34 回目となる今大会に
は中学生 16 人、高校生 8 人が出場しました。
　中学生は指定された暗唱文をスピーチ、高校生は自分で考えた内容をスピーチします。一人ひとりのスピーチに個性があり、
皆さん素晴らしい表現力で、ステージの上で練習の成果を発揮してくれました。
　この大会には、茨木市内に在住・市内の学校に在学している中学生と高校生が出場できます。来年も開催する予定ですので、
ぜひ皆さんチャレンジしてくださいね！
　入賞者とそれぞれのスピーチの概要は次のとおりです。
　入賞者以外のスピーチも、すばらしい内容ばかりでした。協会のホーム
ページにアップしていますので、ぜひご覧ください。

第１位　宮竹 凌平 さん　　　立命館中学校　　　　　　　３年生

第２位　奉日本 花南 さん　　茨木市立西中学校　　　　　３年生

第３位　川端 香佳 さん　　　アサンプション国際中学校　２年生

中学生の部　指定暗唱文「The Wisest Man in the World」

高校生の部　 （日本語タイトル・概要は出場者ご本人から提出されたものです。）

第１位　木津川 楓輝 さん　　大阪府立茨木高等学校　　２年生
When AIs Rule the World （日本語タイトル「人工知能が世界を支配する」） 
概要：AIの歴史を振り返り、最新のAIを紹介しながら、人工知能が人類を超えることへの期待について
　　　話します。

第２位　安井 智紀 さん　　　関西大倉高等学校　　　　２年生
Undergrounding （日本語タイトル「街から電柱が消える？」 ）
概要：私たちにとって身近なようで身近でない電柱、そんな電柱の問題についてスポットライトを当て、
　　　一石を投じたいと思います。

第３位　舟橋 　颯 さん　　　関西大倉高等学校　　　　２年生
The story of Marvel （日本語タイトル「マーベルについて」） 
概要：私は、アメリカのコミック出版社「マーベル」で多くのスーパーヒーローを描き続けてきたスタン・
　　　リーについて話します。

２年に一度の小豆島町への市民訪問団。紅葉の寒霞渓へ。

（利用料金が補助額に満たない場合は、当該利用料金が補助額）

茨木市民の方は姉妹都市 小豆島町と竹田市に
宿泊される場合、宿泊費用の一部助成があります。

小学生以上の茨木市民
年度内に各市・町で１回
茨木市の指定宿泊施設
小豆島町→中学生以上 2,000 円、小学生 1,500 円
竹 田 市→中学生以上 5,000 円、小学生 3,000 円

　11 月 20 日、市民訪問団 15 人が小豆島町へ向けて出発しました。
　秋の紅葉のシーズンに、小豆島町へ訪問するのは久しぶりです。１日
目、紅葉の名所として有名な寒霞渓へ。
　ロープウェイの中から見える渓谷の木々は紅葉の見頃で、彩り豊かな
景色が目の前に拡がります。紅葉の向こうには瀬戸内海も一望でき、海
面がキラキラ、小豆島ならではの景色を堪能できました。
　晴天に恵まれた２日目は、二十四の瞳映画村へ。満開のコスモスを見
ながら、映画の世界に思いをめぐらせました。
　小豆ふれあい産直市場でとれたての野菜や果物をお買い物したり、今
回は「らしく園」や「ミノリジェラート」など、新しいお店も訪問しました。
　「らしく園」では小豆島の特産品であるオリーブを使った製品がたく
さん並んでいて目移りしてしまいました。「ミノリジェラート」では、
小豆島の旬の野菜や果物を使ったジェラートを味わえます。
　訪れるたびに新しい魅力を発見できる小豆島町、ぜひ皆さまも遊びに
いってください！

茨木市の HP「小豆
島町＆竹田市の宿
泊補助制度」のペー
ジのQRコード

※小豆島には小豆島町と土庄町の２つの町があります。
　小豆島町にある宿泊施設のみ補助の対象となりますので、ご注意ください。

き ら め き
Q Rコード

対 象
回 数
宿泊施設
補 助 額

竹田市

小豆島町
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　今回初めてのホームビジット受入で、立命館大学の留学生のお２人のホームビジットを受入しました。

　受入前に立命館大学のいばらきキャンパスで、大学のスタッフと協会のスタッフと一緒に、受入をする留学生

たちと顔合わせをしました。そのときにどんなことが好きか、好きな食べ物や食べることができないモノなどを

話すことができ、当日どんなことをするかなど事前に考えることができました。一度直接会って話しているので、

自分の家にお招きするのも安心でした。

　ホームビジット当日は、家に遊びに来てもらい、みんなでたこ焼きを食べました。今回受け入れた２人のうち、

１人はイスラム教徒の方で、豚肉やアルコールなど食べることができないものがありましたが、事前に話をして、

たこ焼きは食べたことがあるし、食べることができ

る！と確認していたので、ホットプレートでみんな

でたこ焼きを作りました。

　食後、一緒にやった人生ゲームがとても盛り上が

り、私は結婚して開拓地で働くことになりましたが、

みんなそれぞれ面白い人生をやりきり、笑顔でさよ

ならをしました。

　英語が得意ではありませんが、簡単な英語でのや

りとりで、楽しい時間を過ごせました。なんとかなっ

たし楽しかった！思い切ってやってみると、きっと

楽しいですよ！

WE ARE FRIENDS!
　青少年活動室では、英語でクッキング、ハロウィ
ン、クリスマスなど、毎回テーマに沿って講師の久
徳ウェンディ先生と一緒に英語に親しむ"We Are 
Friends!" を、原則2・4・5・7・10・12 月の第3日曜
日にクリエイトセンターで行っています。詳細は、開
催月の広報いばらき及び協会ホームページでお知
らせしています。

Let's learn Japanese together!

　「実用日本語学習会」では、日本語を母語としな
い方を対象に、マンツーマンで日本語学習の支援
を行っております。また、学習支援者も同時に募集
していますので、興味のある方は、ぜひ一度見学に
来てください！

実用日本語学習会

我們是朋友！
　「我們是朋友！（ぼくらは友だち）」では中国人の
講師と中国語に親しみたい子どもたちを募集して
います。毎月１回（７・８月は除く）、土曜日または日
曜日に、ローズＷＡＭで開催しています。親子で参
加できる中国語教室ですので、保護者の方もぜひ
一緒にご参加ください！

※日程やテーマ、持ち物などの詳細は、開催月の広報い
ばらき及び協会ホームページでお知らせします。

Ibaraki Intercultural Network

　姉妹都市活動室では、ミネアポリス市や地域外国
人との交流、相互理解、英語力を養うため、各国のス
ピーカーを招いて英語スピーチ、グループディスカッ
ション等の例会を行っています。また、JICA研修員、
大阪大学留学生、立命館大学留学生、地域近隣外国
人への日本文化の紹介などの活動も行っています。 
　是非一度見学に
おこしください！

※学生、留学生、地域在住
外国人の方々もご自由に
ご参加ください！お待ち
しています。

姉妹都市活動室

中国語で遊ぼう

※子どもだけの参加も可能です。

IIN

れんらく 協会事務局（TEL 072-620-1810）

1期 1,500円（テキスト代は実費）
※木・金曜の両方に参加の場合は、3,000円

8th Floor at City Hall South building

《Thursday Class》 1:30 ～ 3:00 p.m.
《Friday Class》 10:00 ～ 11:30 a.m.

ひ よう

と ころ

と き

連 絡 協会事務局（TEL 072-620-1810）
会員：2,500 円

茨木市福祉文化会館等
※協会事務局へお問合せください。

第1木曜日　午前9時30分～11時30分
第3土曜日　午後2時～4時　

（８月を除く毎月）

資 格 茨木市国際親善都市協会会員
年会 費

場 　 所

例   会

小学４年生～中学３年生対 象
協会事務局（TEL 072-620-1810）連 　 絡

小学1年生～中学3年生、その保護者対 象
協会事務局（TEL 072-620-1810）連 　 絡

ホームページ：http://www.ibaraki-nihongo.sakura.ne.jp/

ホームページ：http://www.zd.em-net.ne.jp/̃iin/
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Do you know
this country?

初めてのホームビジット！！

　ホームステイとは違い、宿泊のない外国人ゲストの受入が「ホームビジット」です。

自宅に招いたり、外で観光や食事をしたり、その日何をするかは、ゲストと受入家庭が相談して決めていき

ます。

　大学などからホームビジットの受入依頼が協会にあったときは、その都度、ホームビジットの実施日やど

んなゲストの受入なのかを、登録いただいているご家庭に郵送でご連絡します。

　内容をご確認いただき、受入ができるときは、協会事務局までお電話でお申込みいただきます。ホームビ

ジット受入家庭に登録をしていただいても、必ず受入をしなければならないというわけではありません。ご

都合が合うときは、ぜひお申込みください！

　外国人ゲストと一緒に時間を過ごすことで、文化の違いを感じたり、日本の文化をあらためて知ることが

できます。それと同時に、日本に住みながら世界中にお友達を作ることができます。最近では小さいお子様

がいらっしゃるご家庭の皆様にもたくさんご登録いただいています。お子様にとっても楽しい体験となって

いるようです！

　ぜひ、ホームビジット受入家庭にご登録いただき、体験してみてください！

　ご登録については、協会事務局までお気軽にお問合せください。

ホームビジット受入家庭に登録してみませんか！？

ホームビジット受け入れ家庭の方の感想…
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2017年度ミネアポリス市民訪問団受入
　2017 年 7 月 8 日から 18 日までの 11 日間、今年もミネ
アポリス体験ツアーが実施されました。
　茨木市の姉妹都市であるアメリカ合衆国ミネソタ州にある
ミネアポリス市には、ミネアポリス市・茨木市姉妹都市協会

（MISCA）という団体があり、茨木市とミネアポリス市との
交流を支えてくれています。現地では、MISCA のメンバー
を中心に、体験ツアーのメンバーのために、ミネアポリス市
内の案内、ワークショップの開催、そしてショートトリップ
へ連れて行ってくれています。また、素敵な歓迎パーティー
も開催してくれました。
　ミネアポリス市は、茨木市のほかにも、世界中の都市と姉
妹都市になっており、滞在中、ミネアポリス市の姉妹都市た
ちが集まる「Sister City Day」というお祭りが開催されます。
　「Sister City Day」では、ミネアポリス市の姉妹都市に関
係する人々が集まり、ステージでダンスを披露したり、各都
市のブースでそれぞれの国や都市の紹介をします。
　体験ツアーのメンバーも、「Sister City Day」に参加します。
　メンバーみんなで浴衣を着て、炭坑節や日本の歌を披露し
たり、ブースでは書道体験やけん玉などを会場の皆さんに体験
してもらったり、いろんなおもてなしをしてくれました。茨木
市、そして日本の文化を世界のいろんな国の皆さんに紹介して
くれました。世界中の人々とふれあえる楽しい時間です！
　ツアー中、メンバーは大学の寮に宿泊します。学生気分も
味わえて、これも滅多にできない貴重な体験ですが、現地で
のホームステイも体験できます。
　MISCA の関係の方々がツアーメンバーのホームステイを
受け入れてくれています。アメリカでの生活を肌で体験でき、
このホームステイは参加した皆さんの素敵な思い出となって
います。
　たくさんの出会いや交流を体験し、今年のミネアポリス体
験ツアーも無事に終わりました。
　姉妹都市とのつながりから生まれた体験ツアー。参加した
メンバーにもミネアポリスとの素敵なつながりが拡がってい
ます。

濃厚な11日間、ミネアポリス体験ツアー2017
　10 月 30 日から 11 月 3 日までの期間、アメリカ合衆国ミネ
アポリス市からの市民訪問団の皆さんを協会でお迎えしました。
　ミネアポリス市からの訪問は２年ぶりとなります。毎年夏に
実施している「ミネアポリス体験ツアー」で、現地での受入に
ご協力いただいている方々もたくさんお越しになりました。
　期間中、姉妹都市活動室や実用日本語学習会の皆さんと、日
本文化を一緒に体験したり、茨木市内を散策したり、いろんな
交流を楽しんでもらいました。
　最終日には協会主催の歓送会を行い、たくさんの方々と交友
を深めました。何度も茨木市を訪れている方も多く、「友人たち
との再会」に会場は笑顔に溢れていました。
　遠く離れた姉妹都市で暮らす皆さんと、実際に会ってお話を
したり、握手をして笑いあったり、新しい出会いもたくさんう
まれました。
　素敵なつながりが拡がった、うれしい１週間となりました。
　これからもつながりは続いていきますので、はじめての方も
遠慮せずにどんどんご参加くださいね！
　長年、ミネアポリス市で、茨木市との交流を支えていただい
ているミネアポリス市・茨木市姉妹都市協会（MISCA）の会長で、
今回の訪問団のメンバーでもあるカール・ラインハードさんか
ら、協会会員の皆さんにメッセージが届いています。

　私たちミネアポリス市・茨木市姉妹都市協会は 10 月 29 日か
ら 11 月 3 日にかけて、茨木市を訪れました。
　「Subarashi !」
　本当に素晴らしい時間を過ごすことができました。
　茨木市の昔からの友人と再会できましたし、茨木市国際親善
都市協会の皆さんとの新しい出会いもありました。
　京都観光、茨木市長や市職員の方とのミーティング、日本語
や日本文化のレッスン、茶道の体験、そして着付け体験や素晴
らしい日本食をいただきました。
　協会の皆さんの素晴らしいホスピタリティにとても感謝して
おります。
　また次の訪問を楽しみにしていますし、皆さんがミネアポリ
スにお越しくださることも楽しみにしております。
　改めて、心から感謝を申し上げます。

カール・ラインハード会長からのメッセージ

空港でお出迎えしてくれたミネアポリスの皆さん

ミネアポリス体験ツアーの参加者の皆さんとの再会

折り紙体験カール・ラインハードさんのごあいさつ　歓送会にて

京都のお寺にて

茶道体験

歓迎会を開催してくれました！

姉妹都市デイにて

ワークショップ
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ら、協会会員の皆さんにメッセージが届いています。

　私たちミネアポリス市・茨木市姉妹都市協会は 10 月 29 日か
ら 11 月 3 日にかけて、茨木市を訪れました。
　「Subarashi !」
　本当に素晴らしい時間を過ごすことができました。
　茨木市の昔からの友人と再会できましたし、茨木市国際親善
都市協会の皆さんとの新しい出会いもありました。
　京都観光、茨木市長や市職員の方とのミーティング、日本語
や日本文化のレッスン、茶道の体験、そして着付け体験や素晴
らしい日本食をいただきました。
　協会の皆さんの素晴らしいホスピタリティにとても感謝して
おります。
　また次の訪問を楽しみにしていますし、皆さんがミネアポリ
スにお越しくださることも楽しみにしております。
　改めて、心から感謝を申し上げます。

カール・ラインハード会長からのメッセージ

空港でお出迎えしてくれたミネアポリスの皆さん

ミネアポリス体験ツアーの参加者の皆さんとの再会

折り紙体験カール・ラインハードさんのごあいさつ　歓送会にて

京都のお寺にて

茶道体験

歓迎会を開催してくれました！

姉妹都市デイにて

ワークショップ
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Facebookでもイベント情報などをお知らせします

〒567-8505　茨木市駅前三丁目8番13号　
茨木市市民文化部文化振興課内
TEL.072-620-1810　FAX.072-622-7202
ホームページアドレス　http://www.ifai.jp/

茨木市国際親善都市協会

編集・発行

　協会ホームページでは、「新着情報」・「募集情報」
など、協会のイベントの情報を発信しています。
また、姉妹都市活動室や実用日本語学習会のペー
ジ、多言語での情報発信をしているページの情報
なども掲載しています。
ぜひチェックしてください！

茨木市国際親善都市協会のホームページをご覧ください！！

茨木市国際親善都市協会Facebookページ！！
　協会では、民間のソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス（SNS）を活
用 し、「茨 木 市 国 際 親 善 都 市 協 会
Facebook ページ」を運用しています。
ぜひご利用ください !!
　茨木市国際親善都市協会 Facebook
ページはどなたでも閲覧することがで
きます。

　茨木市国際親善都市協会 Facebook
ページの「いいね！」を押したり、コ
メントを投稿するためには、アカウン
ト登録が必要です。 13 歳以上であれば
無料でアカウント登録ができます。
Facebook の 利 用 方 法 に つ い て は、

「Facebook ヘルプセンター」でご確認
ください。

茨木市国際親善都市協会 会員募集！！
　本協会では、茨木市の姉妹・友好都
市をはじめ、国際交流に興味を持ってお
られる方の入会をお待ちしています。
　会員のみなさまには、協会が催す交
流行事のご案内や、協会主催事業への
参加費の一部助成、また、年２回発行
する協会報の送付を行っております。

主な
活動内容

年会費

申込先

協会ホームページ：http://www.ifai.jp/

国際交流の集い
姉妹・友好都市への市民親善訪問
中・高校生の「英語スピーチ大会」など
個人会員：( 一般 ) 2,000 円　( 学生 ) 1,000 円　団体会員：一口 5,000 円
協会事務局 ( 茨木市市民文化部文化振興課内）TEL.072－620－1810

茨木市国際親善都市協会
ホームページ

http://www.ifai.jp/
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