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小豆島オリーブマラソン訪問団・小豆島町への市民訪問団

「いばらきホッケー国際親善試合」での本協会の取り組みをご紹介♪

第36回茨木市国際親善都市協会英語スピーチ大会

着て見て遊んでなりきり他民族 in Asia Week・第26回国際交流の集い

市宿泊補助制度を利用して、おトクなひとときを姉妹都市でお過ごしください♪

通訳ボランティアにご協力ください！・コミュニティ通訳研修を実施しました

活動団体を紹介します！

茨木市国際親善都市協会のSNSをご覧ください！！
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Facebookでもイベント情報などをお知らせします

小豆島町への市民訪問団での集合写真
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第１位　河田　胡春 さん　　茨木市立西中学校　３年生

第２位　近藤　あかね さん　茨木市立西陵中学校　３年生

第３位　石田　美苑 さん　　関西大学中等部　２年生

第２位　村田　洋彬 さん　大阪府立茨木高等学校　２年生

The Life I Want to Live（日本語タイトル「私が望む生き方」）
今までの人生、中国に十年以上住んでいた経験や、スティーブ・ジョブスなどの人の生
き方から学び、これからの世の中に、世界に通用する生き方は何かを考えました。

第３位　井上　彩 さん　早稲田摂陵高等学校　１年生

The opposite side of our happiness（日本語タイトル「幸せの裏側」）
食べている物。使っている日用品。“幸せ”は、私達だけが感じていて良いものなので
しょうか？
　　

第１位　辰巳　小優梨 さん　大阪府立春日丘高等学校　２年生

Sustainable Charity（ 日本語タイトル「本当に必要とされているチャリティーとは？」）
ボランティアや募金などの慈善活動が盛んな現代の社会で本当に必要とされている
なかで本当に必要とされているチャリティーとは何なのかについて考えていきたいと
思います。

●高校生の部　　

●中学生の部　指定暗唱文「YOU DID NOT ACT IN TIME」

小豆島オリーブマラソン訪問団
いばらきホッケー国際親善試合での
本協会の取り組みをご紹介♪

第36回茨木市国際親善都市協会英語スピーチ大会第36回茨木市国際親善都市協会英語スピーチ大会

　５月25日（土）～26日（日）にかけて、小豆島へのマラソン訪

問団を派遣しました。様々な年代の方が参加されました。マラ

ソンの経験についても、ベテランの方から初心者の方まで、

様々な方にご参加いただきました。

　マラソンだけでなく、小豆島オリーブ公園や瀬戸内国際芸術

祭の鑑賞など、観光も楽しんでいただきました。１日目夜の親

睦会ではカラオケで大盛り上がり！演歌やポップス、アニメソ

ングなど、いろんな歌が聞けました♪

「小豆島オリーブ公園」ではお買い物を

楽しみました。小豆島はオリーブの名

産地です。オリーブを使ったいろいろ

なお土産がありました。

「小豆島ふるさと村」でフォトフレーム

を作る体験をしました。参加者の皆さ

んは思い思いのフォトフレームを作ら

れました！

２日目はマラソンです！小豆島の美し

い景色の中、精一杯走られていました。

小豆島町への市民訪問団

　10月10日（木）～11日（金）にかけて、小豆島町への市民訪問を実

施しました。

　参加者の皆様には、小豆島町ならではの観光を楽しんでいただ

きました。

　「東洋オリーブ」や「寒霞渓」、「太鼓祭り」など、秋の小豆島を満喫

していただきました。

小豆島を代表する景勝地、「寒霞渓」で

す！眼前に、海、町、山を一望できる美

しい景色が広がります。

参加者の皆様、小豆島町の皆様との懇

親会です。美味しいお料理と楽しい会

話、皆様の思い出に残りました♪

大迫力の太鼓祭りです！

大きな太鼓のおみこしが、縦横無尽に

動きます！

　茨木市は、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、オースト

ラリアのホストタウンになっています！

　昨年は茨木市に女子ホッケーオーストラリア代表チームの皆さんがお

越しになられましたが、今年度は、「いばらきホッケー国際親善試合」に参

加されるため、男子ホッケーオーストラリア代表チームの皆さんがお越し

になられました♪

　８月８日（木）にはレセプションが開催され、オーストラリアと茨木市の

交流を深めるため、本協会はフロア通訳のお手伝いなどをいたしました。

My name is Greta Thunberg.  I am 16 years old.  I come from Sweden. I speak on behalf of future generations.
In the year 2030 I will be 26 years old.  Just like many of your own children or grandchildren.  That is a great age, we have been told.  
When you have all of your life ahead of you.  But I am not so sure it will be that great for us.
Everyone told us to dream big; I could become whatever I wanted to.  People like me had everything we needed and more.  We had 
everything we could ever wish for and yet now we may have nothing.
Now we probably don’t even have a future any more.  Because that future was sold so that a small number of people could make 
unimaginable amounts of money. 
Around the year 2030 we will be in a position where we set off a chain reaction beyond human control that will most likely lead to 
the end of our civilization as we know it.  This is backed up by scientific facts about climate change.
The climate crisis is both the easiest and hardest issue we have ever faced.  The easiest because we know what we must do.  We 
must stop the emissions of greenhouse gases.  The hardest because our current economics are still totally dependent on burning 
fossil fuels to create everlasting economic growth.
We have to start treating the crisis like a crisis. Sometimes we just simply have to find a way.  And I’m sure at the moment we start 
behaving as if we were in an emergency, we can avoid disaster.  But the opportunity to do so will not last long.  We must start today.  
We children are doing this to wake the adults up.  We children are doing this for you to put your differences aside and start acting as 
you would in a crisis.
I hope you can hear me.

この暗唱文は、Greta Thunbergさんが、2019年春にイギリスの議会で行ったスピーチの一部です。（動画投稿サイトyoutubeに投稿されたスピーチ
動画の音声をテキスト化し、一部編集したものです。）

　令和元年11月10日（日）に、茨木市・茨木市教育委員会・本協会で共催している、第36回茨木市国際親善都市協会英語

スピーチ大会を開催しました。中学生17人、高校生14人の方が出場され、大変ハイレベルなスピーチばかりでした。中学

生は指定暗唱文を、高校生は自分で考えた内容を、たくさんの観客の前でスピーチします！

　勇気をだして出場してくださった皆さん1人1人が輝いていました！

《出典》

YOU DID NOT ACT IN TIME（中学生暗唱文）
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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

竹田市小豆島町

他にもまだまだ魅力的なスポットがあります♪

ぜひ、市の宿泊補助制度を利用して、姉妹都市に遊びにいってくださいね！

小豆島町と竹田市の観光スポットを紹介します♪

　令和元年10月13日（日）に立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催された「Ａsia Ｗeek」内で、民族衣装を

着たり、外国の遊び等を体験できるイベントを開催しました。

　当日は実用日本語学習会の皆さんにご協力いただきました♪約200人の方々にお越しいただき、大盛況の１日

でした！

茨木市には、小豆島町・竹田市に宿泊される市民の方を対象に、宿泊費用の一部を助成する制度があります！

おトクに泊まって、姉妹都市を堪能してください。

小豆島は醤油の町で、木桶による伝統的な

醤油づくりが行われています。

醤油工場の近くを通ると、いい匂いに包ま

れます♪

ぜひとも、小豆島の豊かな味わいの醤油を

一度、口にしてみてください！

「二十四の瞳映画村」です。

映画『二十四の瞳』撮影のオープンセットを

改築して、つくられました。

木造校舎や黒板など、懐かしい気持ちにな

ります。

竹田市にある「長湯温泉」です。「長湯温泉」

は日本有数の炭酸温泉で、お湯に浸かると

シュワシュワに包まれます！温泉に浸かっ

て、竹田市で体を癒してくださいね♪

「くじゅう花公園」です。

季節の移ろいに合わせて、様々な花々が咲

きほこります。

一面の花々にうっとりしますね♪

マイケル・ジャクソン・ダン

スです。キレのあるかっこい

いダンスに、拍手喝采です！

もちつき体験です♪

小さいお子さんも一所懸命

おもちをつきます！

おいしいおもちになあれ！

最後は会場のみんなでじゃ

んけん大会！たくさんの参

加者の中、見事勝ち上がっ

た皆様には、ステキなプレ

ゼントがありました♪

「トゥホ」という、矢をなげて壷に入

れる、韓国の伝統的なゲームです！

壷に矢が入った快感がクセになるよ

うで、大人気！たくさんのリピー

ターの方がいらっしゃいました♪

○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。

※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

対 象

回 数

宿泊施設

補 助 額

外国の文化と日本の文化を、１日中堪能してください！

　年が明けてすぐ、2020年１月26日（日）に、「国際

交流の集い」を開催します！

　例年、お子さん連れの家族や中高生、ご高齢の方

や留学生まで、幅広くご参加いただいています！

　おもちつきや外国文化に触れることのできるブー

ス、ダンスや日本語スピーチなど、この場でしか楽し

めないアトラクションがいっぱいです！

　大満足の一日になること間違いなしですので、ぜひ

当日会場までお越しください！

■日程　2020年１月26日（日）

■場所　茨木市立生涯学習センターきらめき

■備考　申込不要・参加費無料

in Asia Week
着て見て遊んでなりきり他民族

国際交流の集い
昨年の様子

小豆島町

竹田市

市宿泊補助制度を利用して、

おトクなひとときを姉妹都市でお過ごしください♪
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　日本語が得意でなく行政手続き等で困っておられる外国人の方々のため、本協会には、「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通訳へのニーズは大きくなっております。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♪

行政手続きや行政に関する相談など

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　FAX 072-622-7202　mail:cadifai@city.ibaraki.lg.jp

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

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

通訳ボランティア登録→担当課から本協会へ通訳派遣依頼→

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。

通訳内容

流 れ

対 象

登録方法

問 合 先

通訳ボランティアにご協力ください！

たくさんの方にご参加いただきました♪コミュニ
ティ通訳にご関心をもっていただき、本当に嬉しい
限りでした！

ロールプレイを見ていただき、通訳について深く
知っていただきました。

　通訳ボランティア制度について多くの方に知っていただくため、令和元年7月19日（金）に「コミュニティ通訳研

修」を実施しました。既登録者以外にも通訳ボランティアに関心をもっていただいた方々がたくさん参加されまし

た。講義やロールプレイを通じて、通訳における倫理や通訳のためのスキルアップについて学んでいただきました！

我們是朋友！中国語で遊ぼう！

　「我們是朋友！」はお子さん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
（お子さん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

WE ARE FRIENDS!
　「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

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

による英語スピーチの例会・外国人への日本文化紹介な

どの活動を行っています。是非一度見学にお越しください！

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）

茨木市福祉文化会館等
年2,500円

本協会事務局（TEL 072-620-1810）

例会日程

場 所
参 加 費

問 合 先

実用日本語学習会
　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。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、ぜひ一度見学にお越しください！

《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）

と き

と こ ろ

ひ よ う

れんらく

姉妹都市活動室

ホームページ http://www.Ibaraki-city-iin.com/

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

活動団体を紹介します！

※入会の際には本協会会員になる必要があります。
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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。

茨木市国際親善都市協会ホームページ

http://www.ifai.jp/

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

本協会事務局(茨木市市民文化部文化振興課内）TEL 072-620-1810
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