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「南京玉すだれ」です。富士山やしだれ柳など、すだ

れが次々と様々な姿に変わっていきます。皆さん、

拍手喝采です！

高校生のお姉さん・お兄さんと、書道体験。真剣な

まなざしで、指ふでを使って、字を書いています。

外国文化紹介ブースです。外国人の皆さんが、自国

の文化を紹介してくれます！ステキな民族衣装も体

験できました。

皆で楽しくおもちつき！ペッタンペッタン。小さい

お子さんも頑張ってもちをつきます。一生懸命つい

たお餅はおいしいこと間違いなしですね。

最後は会場のみんなでじゃんけん大会です！

原田実行委員長に勝利しつづけた人には、

ステキなプレゼントがありました！

１月27日（日）に、第25回国際交流の集いを開催しました！

家族連れや高校生、留学生など、たくさんの方に参加いただきました。

マイケルジャクソンダンスや日本の伝統的な大道芸である「南京玉すだれ」、もちつきや着物着付け体験など、外国

の文化も日本の文化も、十分に楽しんでいただきました。

国籍・年代・言葉の壁を越えて、

たくさんの方々に楽しく交流していただきました。第25回　国際交流の集い

2

SISTER CITIES NEWS



本協会には、日本語に不慣れな外国人の皆さんの行政手続き等をサポートするため、「通訳ボランティア登録制度」が
あります。年々、外国人の皆さんからのニーズは高まっており、今後さらに高まることが考えられます。ご登録いた
だいた後は、ご都合に合わせて無理なく活動していただけます。少しでも関心をお持ちの方は、ぜひ本協会までお問い
合わせ下さい♪

12 月 9 日（日）に、市民の皆さんや茨木市に住む外国人の皆さんと交流する「ふれあい交流」を行いました！今年度は、
子どもたちを対象に、「クリスマスオーナメントづくり」と「外国語の絵本読み聞かせ」で、留学生の皆さん、実用日本
語学習会で日本語を勉強しているスウェーデン・タイ・中国・韓国出身の皆さんと交流しました。

行政手続きや行政に関する相談など

通訳ボランティア登録　本協会からの通訳依頼　引き受けるかどうかの判断・日時等詳細の調整

　通訳当日

※登録すると必ず依頼を引き受けなければならないわけではありません。

日本語・外国語の読み書き・日常会話ができ、手続き等の通訳ができる方

なお、以下の条件を満たす必要有

①茨木市または茨木市近郊にお住まいの方

②18 歳以上の方

③平日の昼間に活動できる方

登録申請書にご記入いただき、窓口・メール・ＦＡＸで、

茨木市国際親善都市協会事務局までご提出ください。

茨木市国際親善都市協会事務局　TEL  072-620-1810

　　　　　　　　　　　　　　　E-mail　cadifai@city.ibaraki.lg.jp

通訳ボランティア大募集通訳ボランティア大募集

「ふれあい交流」を実施しました

茨木市の地域国際化のために、あなたの外国語の力を貸してください！

通訳内容

流 れ

対 象

登録方法

問 合 先

クリスマスオーナメントをつくっています。

試行錯誤している内に、あっという間に時間が

過ぎてしまいます。留学生のみんなにサポート

してもらって、世界に１つの素敵な

オーナメントが完成！

外国語の絵本の読み聞かせコーナーです。

初めて聞く外国語のひびき。

イラストやストーリーも各国

独特の雰囲気があり、子ども

たちが聞き入っていました。
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姉妹都市ミネアポリス市から市民訪問団の皆さんが
茨木市に来られました

３月の終わりから４月の初めにかけて、ミネアポリス市の

皆さんが茨木市に来られました！旅のひとこまを、皆さんに

お見せいたします。

英語俳句コンテスト
毎年、ミネアポリス市から作品を募集している英語俳句コンテストに、今年も

たくさんの応募がありました！ 各部門 1 位に選ばれた作品を紹介します！

◆講　評　※一部抜粋

今回のテーマは word です。word の意味は（語、単語、言葉、議論、知らせ、口論、合言葉、聖書の言葉）など多様です。
自然との取り合わせを重視する俳句・ハイクにとって、word はどのような形でハイクに取り込まれえるのか興味がわきます。
今回は作者がいかに詩的にアプローチするかを選考の基準にしました。

さくら通りで、お花見を楽しみました！
屋外でお茶をいれて楽しむ「野点」も体験しました。
甘いお菓子と心地よく苦いお茶で、大満足でした。

４月６日には歓送会を行いました。
参加者の皆さんで話に花が開き、大盛り上がりでした。
中には、小さなお子さんの姿も！
最後は、参加者全員で記念写真を撮影しました。
思い出に残るステキな歓送会になりましたね！

幼稚園・小学生の部　１位｠

Lila Riemenschneider さん
（原文）｠
A peaceful bookstore
Filled with warm familiar words
Shelter from the storm

（日本語訳）
温かいハッピーな言葉にあふれた
気分の良い本屋さん
嵐からの避難場所

中学生の部　１位

Ella Tennant さん
（原文）｠
Words are just like clay
Mold them into sentences
And express yourself

（日本語訳）
言葉はまるで粘土のようだ
言葉を文章に練りこみ
そしてあなたのことを表現するんだもの

今回の作品の特徴は、①言葉の持つ優しさ、癒し、

安心感と、言葉の持つ冷酷さを対比した作品、②

言葉の創造性を描いた作品、③自然との取り合わ

せの作品が多く見られました。

｠
幼稚園・小学生の部１位の作品は①に該当しま

す。本屋さんが冷たい世間の逃げ場になってい

て、作者を癒す場所であることを示します。

中学生の部１位の作品は②に当たります。

高校生の部１位の作品は③に当たります。

さらに成人の部では、現実の言葉の善悪が如実

に出た作品が多く見られました。成人の部１位

の 作 品 は①に 当 た り ま す。Shelter from the 

storm（嵐からの避難場所）が選出句のいくつ

かに出ていたのも特徴です。

吉村侑久代（文学博士）
元朝日大学教授
R.H.Blyth 研究・外国語俳句・川柳研究
俳句『海原』同人、『木の会』『ひこばえ』会員
詩『饗宴』同人、JUNPA 会員
英語俳句の会 Evergreen, Cosmos, Ibuki, 
Silver Gifu 主宰
河合楽器カレンダー：photo-haiku 制作
2003 ～現在に至る
大垣市芭蕉祭英語俳句審査委員長

『川柳塔』毎号執筆「世界の俳句・川柳」

高校生の部　１位

Josephine Spanier さん
（原文）｠
Words like the snowflakes
Endlessly falling out of
The mouth and the sky

（日本語訳）
雪片のような言葉
口からも空からも
限りなく降り続ける

成人の部　１位

Jamie Boardman さん
（原文）｠
Cold words rain on me
Big umbrella keeps me dry
Shelter from the storm

（日本語訳）
冷ややかな言葉が私に降り注ぐ
大きな傘がずぶぬれの私を守ってくれる
嵐からの避難場所

大盛り上がりの歓送会！

お花見
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当基金では、茨木市国際親善都市協会の主催・共催事業や、海外や国内外姉妹都市等でのスポーツ・文化交流に参加する市内の青少年

（満 24 歳以下）または青少年団体などに助成しています。

平成 30 年度には、上述の助成金を利用していただいて、様々な団体がオーストラリアと交流されました！

また、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、茨木市はオーストラリアのホストタウンになっています！

そんなオーストラリアについて、調査してみました！

オーストラリアには 200種類以上もの異なる文化的背

景を持つ人達が暮らしています。使われる言葉も様々

で、通訳・翻訳サポートや多言語に対応するメディア

など、多様な文化を受け入れるためのサービスが充実

しています。また、多くの芸術・文化活動が政府資金

によってまかなわれており、コンサートや美術館など

を楽しんだり、人々は気軽に多種多様な文化・芸術に

親しむことが出来ます。

平成30年度の実績
■ 第２回オーストラリア語学研修（大阪府立春日丘高等学校）

■ オーストラリア国際交流研修（大阪府立福井高等学校）

■ 高校合気道部と現地高校生のミネアポリス親善交流（大阪府立春日丘高等学校）

■ ラボ国際交流（公益財団法人　ラボ国際交流センター）

■ 第 16 回小豆島オリーブ杯小学生バレーボール大会（太田ジュニアバレーボールクラブ）

■ 第 16 回小豆島オリーブ杯小学生バレーボール大会（たまさぶジュニア）

■ 第 16 回小豆島オリーブ杯小学生バレーボール大会（茨木郡 VBC）

■ 第 16 回小豆島オリーブ杯小学生バレーボール大会（玉櫛スポーツバレーボールクラブ）

■ 第 35 回茨木市国際親善都市協会英語スピーチ大会（茨木市国際親善都市協会）

■ 第 12 回ミネアポリス派遣研修プログラム（大阪府立春日丘高等学校）

■ 平成 30 年度大阪連盟海外派遣事業「2019 オーストラリアハイアドベンチャーキャンプ（茨木スカウト連絡会）

■ マントン・レモン祭り（早稲田摂陵高等学校）

■ 姉妹・友好都市との絵画・書の交換事業（茨木市国際親善都市協会）

一般社団法人 茨木カンツリー倶楽部
青少年国際交流助成事業基金

オーストラリアについて調査してみました！オーストラリアについて調査してみました！

多文化国家であるオーストラリア

美しい国、オーストラリア

アボリジナルの人々

美しい珊瑚礁が広がるグレートバリアリーフ、一面に広がる満天の星空、高層ビルが建ち並ぶ大都市など、

オーストラリアには美しい景色があふれています。ほんの一部ですが、写真で紹介させていただきますね。

アボリジナルとはオーストラリアの先住民の人々の

ことです。文字を持たず、独特の生活スタイルや文化

を持っているのが特徴です。狩猟の際にはブーメラン

を使って獲物を捕らえるのだとか！また、独特で心地

よい音のなる「ディジュリドゥ」という楽器が有名で

すね！音楽やダンス、絵画など、豊かな表現方法を持

つアボリジナルの文化は、アボリジナルアートとして

注目を集めています！
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市の宿泊補助制度を利用して
おトクに姉妹都市へ遊びにいきましょう！

※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となります。

小豆島は手延べそうめ

んで有名です！冷たくて

ツルツル・モチモチの小

豆島の手延べそうめん

は、たまりません！

「くじゅう花公園」です。

ひまわりが美しく広が

ります。竹田市は、日常

から遠く離れたところ

へ来たような気持ちに

させてくれますよ！

小豆島の棚田、「中山千

枚田」です。「日本の棚

田百選」にも選ばれてお

り、美しい風景が広が

ります。

「岡城跡」です。かつての

岡城主には、茨木城主・

中川清秀の息子、中川秀

成がいます。竹田市と茨

木市の時空を超えた繋

がりを感じますね！

紅葉が美しく広がる、

言わずと知れた小豆島

の名所、「寒霞渓」です！

一面に広がる秋の紅葉

は、あなたを別世界に

連れて行きます！

竹田の「竹楽」です！竹田市が、

たくさんの竹灯籠によって幻想

的にライトアップされます。

小学生以上の茨木市民

年度内に各市・町で１回

茨木市指定の宿泊施設

◎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

※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、ご注意下さい。

対 象

回 数

宿泊施設

補 助 額

茨木市には、姉妹都市・小豆島町と歴史文化姉妹都市・竹田市にある市指定の宿泊施設を利用される方に、宿泊費用の

一部を助成させていただく制度があります。ぜひご利用ください！宿泊 10日前までに申請が必要です。　

詳細は茨木市のホームページを

ご覧ください。

小豆島町 竹田市

●香川県小豆島町（姉妹都市） ●大分県竹田市（歴史文化姉妹都市）

姉妹都市について、ちょこっと紹介させていただきますね！

茨木市でも竹灯籠が

行われていますね！

竹田市の竹が使われ

ているようですよ！
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活動団体を紹介します！

我們是朋友！中国語で遊ぼう！ WE ARE FRIENDS!

Ibaraki Intercultural Network 実用日本語学習会

「我們是朋友！」は子ども向けの中国語教室です。ゲーム

や歌を通して、楽しく中国語に親しんでいただけます。保

護者の方の参加も大歓迎ですので、ぜひ、お子さん・お孫

さんと一緒に中国語を楽しんでみませんか？

原則月１回（７、８月は除く）
土曜日または日曜日

小学１年生～中学３年生、その保護者
（子どもだけの参加も可能です）

子ども200円、大人300円
（協会会員は無料）

開催月初めから本協会事務局まで電話
またはメールで申込み

日 程

対 象

参 加 費

申込方法

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。是非一度見学にお越しくだ

さい！

日本語を母語としない方を対象に、基本的にマンツー

マンで日本語学習の支援を行っております。興味のある

方は、ぜひ一度お問い合わせください！

※学生、留学生、地域在住外国人の

皆さんもご自由にご参加ください！

お待ちしています。

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）

茨木市福祉文化会館等

年2,500円
※入会の際には本協会会員になる必要が
あります。

本協会事務局（TEL 072-620-1810）
ホームページ　http://www.Ibaraki-city-iin.com/

例会日程

場 所

参 加 費

問 合 先

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

8th Floor at City Hall South building

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

本協会事務局（TEL 072-620-1810）
ホームページ http://www.Ibaraki-nihongo.sakura.ne.jp/

と き

と こ ろ

ひ よ う

れんらく

「WE ARE FRIENDS!」ではゲームなどを通して英語に

親しむことができます。ハロウィンパーティーやクリスマ

スクラフトなど、楽しい催しが盛りだくさんです！外国の

文化を知ることもできます♪

原則2、3、4、5、7、9、10、12月の
第３日曜日

小学３年生～中学３年生

300円（協会会員は無料）

開催月初めから本協会事務局まで電話
またはメールで申込み

日 程

対 象

参 加 費

申込方法
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〒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/

入会申込書は協会ホームぺージからダウンロードできます。
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