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周年のご紹介

第26回国際交流の集い

ホストタウン関連情報

英語俳句コンテスト・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

通訳ボランティア大募集・ホームビジット受入登録家庭募集中

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
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ミネアポリス市はアメリカ合衆国ミネソタ州東部に位置する

街です。本市にある、全米最大級のショッピングモール、「モー

ルオブアメリカ」は皆さんの心をくすぐること間違いなしです

♪なんと、モールの中には遊園地や水族館もあるそうです！

また、世界的に有名なミネソタ管弦楽団や、アート作品に満ち

ている彫刻公園など、文化の花開く街でもあります。

町並みについては、多くの湖やミシシッピ川が人々の生活に

寄り添う、自然と都市が調和した美しい街です！

安慶市は中国安徽省南西部に位置する街であり、省の中核的

な都として発展しています。中国で一番長い川である長江が

流れ、古くから安徽省南部の経済・貿易の中心地として盛え

てきました。

観光資源にも恵まれ、「万里長江第一塔」とたたえられてきた

「振風塔」や、中国の歴史的名山である「天柱山」など、魅力的

な観光地があります！

また文化芸術も盛んであり、特に中国の伝統的な演劇である

「黄梅劇」は安慶市で発展したといわれています。

　茨木市国際親善都市協会は2020年に、創立40周年、ミネアポリス市との姉妹都市提携40周年、安慶市との友好都

市締結35周年を迎えます！会員の皆様の温かいご協力のおかげをもちまして、これほどの長い間、活動を続けていくこ

とができております。新型コロナウイルスの影響により、大変な日々が続いておりますが、本協会といたしましても、

一刻も早く事態が収束・好転することを願っています！

2020年は茨木市国際親善都市協会にとって記念の年です！

ミネアポリス市

安慶市
天柱山！

大きなスプーンとさくらんぼの彫刻！

ミネアポリス市

安慶市

★

★
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　2020年１月26日（日）に、生涯学習センターきらめきで「第26回国際交流の集い」を開催しました！

　国際交流の集いは、外国の文化と日本の文化、両方の文化を体験し楽しんでいただけるイベントです！今回も子どもか

ら大人、外国の方や家族連れなど、約380人のたくさんの方々に参加いただきました！小さいお子さんも日頃、目にしな

い様々な催しに興味津 ！々皆さんの思い出に残る一日になりました。

オープニングは追手門学院高校ダンス部の皆さんに

飾っていただきました。和風の衣装でかっこよく踊る

皆さんに、参加者も釘付けでした！

今回初めて、コンテスト形式で日本語スピーチ発表を

行いました。出場された皆さんには、順位に応じて素

敵な賞品がありました。

「FM　COCOLO」や「ここがへんだよ日本人」など、

テレビやラジオなどで活躍されているサニー・フラン

シスさんにお越しいただきました！ユーモアたっぷり

のトークで、会場が笑いの渦に包まれました^ ＾

子どもも大人も頑張っておもちをつきました！自分た

ちでついたおもちは、とてもおいしかったですね！

外国文化紹介ブースです。外国人の方によるプレゼン

テーションや民族衣装の着付け体験などを通して、外

国文化に触れあっていただきました！

市内の高校生の皆さんがブースを出展してくれました！

折り紙や書道、SDGｓや科学実験など、ここでしか

体験できない楽しい内容ばかりでしたね♪

第26回 国際交流の集いを開催しました！第26回 国際交流の集いを開催しました！

　その他、昨年度の国際交流の集いにもご参加いただいた木村美季さんによる「南京玉すだれ」や、茨木市少林寺拳法連盟

の皆さんによる、迫力満点の演武など、魅力的な催しが満載の一日となりました。

　ページの都合上、すべてを詳しくお伝えしきれないのが残念です！次回の国際交流の集いについても、皆さんの参加をお

待ちしております♪
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音　楽

　音楽大国と呼ばれることもあるくらいイタリアは音楽が盛んです！特に、イタリ

アはオペラ発祥の地であり、「アイーダ」で知られるヴェルディや、「蝶々夫人」で

知られるプッチーニなど、偉大な作曲家が多くいます。きっと皆さんも耳にしたこ

とがある曲がたくさんありますよ♪

食文化

　ナポリのピザやパスタ、シチリアのワイン、国民に愛されるチーズなど、おいし

い文化が盛りだくさんです！

建築物・遺産

　イタリアは世界遺産保有数世界第１位の国であり、素敵な建築物や遺産があり

ます。イタリアは、古代から、ギリシャやローマ帝国、キリスト教やアラブ世界な

ど、様々な影響を受けてきました。結果として、歴史的に大きな価値のある世界

遺産がイタリアにたくさんできあがることになりました！ローマの凱旋門やトレ

ヴィの泉、フィレンツェのミケランジェロ広場、トスカーナ州のピサの斜塔など、

挙げればきりがありません！皆さんもぜひ調べてみてください♪

　東京オリンピック・パラリンピックに向けて、茨木市は、オーストラリア代表ホッケーチームとイタリア代表水球

チームのホストタウンになっています！皆さんにこれらの国々に関するイベントや魅力について、紹介します♪

前回73号でオーストラリアについての魅力を紹介いたしました。
今回は、イタリアの魅力について、お伝えいたします！

　美しい歴史的な建築物が立ち並ぶローマ、ルネサンスの中心地として、芸術・

文化が花開いたフィレンツェ、「水の都」と称される、美しい街並みを持つヴェネ

ツィアなど、魅力たっぷりの地域にあふれています。

　12月15日（土）に、生涯学習センターのイベント「きらめきフェスタ」内で、ホストタウン関連イベントとして、

「ディジュリドゥ」づくりを体験するイベントを行いました！

　「ディジュリドゥ」とは、オーストラリア・アボリジナルの伝統楽器で、一度聴いたら忘れられない、不思議な音

が特徴的な楽器です。今回、ディジュリドゥ奏者の三上賢治さんとスタッフの皆さんにご協力いただき、素敵な

イベントになりました^ ＾

大人も子どもも、夢中で

ディジュリドゥづくりに

没頭しています！

先生の吹き方を参考に、

音を出すために必死で練

習します^ ＾

皆さん、素敵な音が出て

いました♪

東京オリンピック・パラリンピック　ホストタウン関連！

イタリアの観光地など

イタリアの文化

イタリアを紹介

オーストラリアの伝統楽器、ディジュリドゥを作りました！
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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！

今回のテーマは l ightです。l ightは ( 光、光線、灯り、灯火、明かり、日光、火花、考え方、煌めき、小窓、指導者、希望の光 )
など多岐にわたる意味を持ちます。これら向日性のイメージは人間の希望に添う積極的な言葉を生み出します。テーマに沿った具
体的な事実を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。

Annika Peters さん

（原文）｠
Light shines through the stars
Making glimmering dew shine
As nature's twilight

（日本語訳）
星あかり
ちらちら光る露を輝かす
自然界の夕暮どき

Cash Markun さん

（原文）｠
Sitting on the beach
As I watch the setting sun
Narrowing shadows

（日本語訳）
浜辺に座って
日没を見つめていると
影が細長くなっていく

light というテーマに即して、自然と人間の共生

や、人間の暮しとの関係、動植物との関連といっ

た内容の作品が多く生まれました。

例えば幼稚園・小学生の部１位である Annika 

Peters さんの作品のように、自然界の夕暮を星

明りに光る露に託して詠んでいます。中学生の

部 1 位である Cash Markun さんは、浜辺で日

没を見つめつつ、一方で身近に忍び寄る影を遠

近の対比で描くなど、自然との共生を取り入れ

た作品に仕上げています。

吉村侑久代（文学博士）

元朝日大学教授

R.H.Blyth 研究・外国語俳句研究・外国語川柳研究

俳句『海原』同人　現代俳句協会会員

『木の会』『ひこばえ』会員

詩『饗宴』同人、JUNPA（日本国際詩人協会）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

月刊誌『川柳塔』（大阪）

「世界の俳句・川柳」欄　毎号執筆

Abdi Ismail さん

（原文）｠
Life has no meaning
Darkness can' t win against light
Love can make your day

（日本語訳）
人生に大した意味はない
闇が光に勝ちはしない
愛が君の人生を生み出すのだ

Liz Bartholomew さん

（原文）｠
Through inky darkness
A single light flickers and shines
I am not alone｠

（日本語訳）
漆黒の闇から
一条の光がちらちら輝く
私は一人ではない

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。

令和元年度の実績
● 第３回オーストラリア語学研修（大阪府立春日丘高等学校）

● 第 24 回世界スカウトジャンボリー派遣（茨木スカウト連絡会） 

● 2019 年度追手門学院高等学校オーストラリア語学研修（追手門学院中・高等学校）

● 第 17 回小豆島オリーブ杯小学生バレーボール大会（茨木郡バレーボールクラブ） 

● 第 17 回小豆島オリーブ杯小学生バレーボール大会（たまさぶ・ジュニアクラブ） 

● 第 17 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 36 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 13 回ミネアポリス派遣研修（大阪府立春日丘高等学校） 

● 姉妹・友好都市等との絵画・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

幼稚園・小学生の部　１位 中学生の部　１位

高校生の部　１位 成人の部　１位

 講　評　※一部抜粋
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　日本語が不慣れなため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。

　「ホームビジット」とは、「ホームステイ」とは違って、１日だけ外国人の

方と交流するイベントです。宿泊のための準備が必要ありませんので、お

手軽に交流していただけます♪当日の内容は、たこ焼きパーティーや

ショッピング、観光地への訪問など、自由に決めていただきます。最近で

はお子様のいる受入家庭が大きく増えており、お子様にとっては国際感

覚を養う、貴重な機会になっています！受入家庭に登録すると必ず受け

入れなければならないわけではありませんので、ぜひお気軽にご登録く

ださい♪

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。

ボランティア登録→本協会からの受入登録家庭への依頼（申込受付開始）→

受入登録家庭からの申込み→本協会でのマッチング→受入家庭への

決定通知書郵送→外国人の方との顔合わせ→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。

受け入れていただく外国人の方につきまして、近隣大学の留学生や姉妹都市

ミネアポリス市等の海外からのお客さんとなっております。

通訳内容

流 れ

対 象

登録方法

問 合 先

流 れ

備 考

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。

登録方法

通訳ボランティアにご協力ください！

ホームビジット受入家庭にご登録ください

あなたの外国語の語学力で、茨木市の地域国際化にご協力ください！

外国人の皆さんと、日本の生活体験を通して、交流してみませんか♪
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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、各国のスピーカーによる英語ス

ピーチの例会や外国人への日本文化紹介等の活動を行

い、ミネアポリス市や地域外国人との交流を深めるための

英語力を養っています。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！まず、電話かメー

ルでご連絡ください。

《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
E-mail cadifai@city.ibaraki.lg.jp）

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://Ibaraki-city-iin.com/

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

※入会の際には本協会会員になる必要があります。

活 動 団 体 を 紹 介 し 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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