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グローバル香芝 活動内容紹介

ホストファミリー部

ホストファミリー部は、留学生を各家庭に招きお互いの国の良さを知り国際交流を深めていく機会を提供する活

動を始めてから、今年度で１２年目を迎えました。毎年春と秋の２回、大阪教育大学と白鳳女子短期大学から

の留学生２０名を受け入れしています。今までの参加留学生は世界３４カ国から３４５名とどんどん広がってい

ます。当初はホームステイのプログラムでしたが、市民のみなさんがより参加しやすいよう、現在はホームビジ

ットという形で企画しています。ホストファミリープログラムは、先ず留学生や一般市民の方からのご希望などを

伺い、その後マッチングをします。受け入れ当日は、参加者同士、緊張感がほぐれる様、ゲームや軽食を中心

とした交流会を開いています。その後各家庭に留学生たちが訪れ、今の日本の文化や生活習慣を少でも知っ

てもらい、また受け入れ家庭の方も色々な世界の文化を知ることができ、交流が深まるようです。 （金藤）

広報部

広報部会の主な活動は三つあります。月々の「広報お知らせ版」を、英語・中国語・スペイン語に翻訳、年三回

（７月、１１月、３月）グローバル香芝のニュースレター発行、ホームページ作成・管理

お知らせ版翻訳は、１９９４年に結成された当時は英語・ひらがな版だけでしたが、現在では中国語、スペイン

語版の３言語で作成するようになり、８月と１月を除く毎月発行しています。

ニュースレターは、その時々の行事なども盛り込み、参加したメンバーに原稿・写真などを提供していただき、

広報部は企画・校正などを担当し完成します。

これらすべてをホームページに掲載しています。グローバル香芝の活動をより多くの方々に知っていただくよう

に、地味な仕事ではありますが、更に紙面の充実に努めようと広報部員はがんばっています。 （田中）

日本語クラブ

日本語クラブは、外国の方が一日でも早く日本の言葉に慣れ、快適な生活を過ごされるよう支援する活動をし

ています。現在の主な活動は、大阪教育大学・白鳳女子短期大学の留学生や市在住の方など計７６名に対す

る日本語会話の直接支援、支援の為の研修として市民対象の年３回の「日本語講座」の実施、９年前からスタ

ートした外国の方達を招待しての真美ケ丘「夏祭り」への参加などです。これら支援活動を通し、私達も日本語

の難しさや素晴らしさの発見や異文化の習得など楽しい体験をしています。

今年も日本の風物詩として、参加者に感動を与え続けている「夏祭り」が近づいてきました。現在、私達一同は

留学生達による舞踊企画やバザールの準備に張り切っています。 （井村）

◆香芝市在住外国人数 ２４ヶ国 ４６７名 （２４７世帯） ２００９年７月１日現在

韓国・朝鮮：２８２ 中国：１０７ ブラジル：９ フィリピン：１５ 米国：７ ベトナム：２ タイ：１２

インドネシア：２ オーストラリア：７ カナダ：２ パキスタン：７ ペルー：１ パラグアイ：１

ロシア：２ 英国:２ シンガポール：１ ポーランド：１ ルーマニア：1 キルギス：１ カンボジア：１

グルジア：１ オーストリア：１ ドイツ：１ ホンジュラス：１
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第 17 回スポーツ交流会

今年も恒例のスポーツ交流会は 5 月 9 日（土）、白鳳女子短期大学体育館で開催されました。

白鳳女子短期大学からは 22 名（内留学生 19 名）、大阪教育大学からは

15 名（内留学生 14 名）、その他に在住外国人 2 名、会員 19 名、一般参

加3名の総勢61名もの例年にない多数の参加者が会場に集まりました。

白鳳女子短期大学の松本学長のご挨拶のあと、参加者を 4 チームに分

け、総当りのゲームを展開しました。ルールを知らない留学生も多くコート

内を逃げ回る人、予想外にうまくボールをキャッチし、観衆から喝采の拍

手を受ける人など様々でした。日頃の留学生からは想像できないほど明

るく笑い・楽しみ、良い汗をかいた 1 時間半でした。経験者の多いチーム

が強く、全勝のチーム、全敗チームと色々ありましたが優勝チームには賞品が授与され、スポーツの部は無事終

了しました。 昼食のあとは親睦会に移り、会員 K さん考案のゲームを 4

チームに分けて行いました。ボーリングゲーム、カード釣りゲーム、ビン

ゴゲームといずれも楽しく、皆うちとけあいゲームに熱中し、大いに盛り

上がりました。

圧巻はカード釣りゲーム、床に並べたイロハのカードを 4 人が磁石つき

の釣糸で釣上げるのだが、仲間がカードのところまで出てきて、釣り人に

あれこれ指示、釣糸が絡まる大混戦も。 とにかく盛り上がりました。

ゲーム終了後は勝ったチームから、テーブルに並べられた会員の皆様

のプレゼントを選んで受けとりました。 特に今回はプレゼントが豊富で留学生たちも大きいもの、小さいもの色々

慎重に選んでいました。

最後に白鳳女子短期大学の辻田先生のご挨拶と一部の留学生に感想を述べてもらい、なごり惜しみつつ終了

しました。 （平岩）

会員交流会

今年も「ラッテたかまつ」で 5 月 20 日（水）会員交流会がおこなわれ

ました。五月の心地よい風が通る最高のロケーションにあるバーベキ

ューガーデンに、23 名が集合しました。 まず炭を起こしてから定例会

を始めましたので会が終わるころにはちょうど良い具合に火が起こり

ました。皆さん本当に手際よく準備をしながら具材を次から次へと網

に載せていきます。 次々とおいしく焼きあがってきますので食べるの

に大忙しでした。具材が

いっぱい、何を食べても

おいしく気がつけばお腹が一杯でした。そのうえ更に、手際よく作られ

た焼きそば、さらにおいしいアイスクリーム、最後に爽やかなホエイま

で頂き、満腹のお腹をさすりながら幸福一杯で帰途につきました。

来年の交流会が今から待ちどうしいくらいです。準備等にご足労され

た皆様ありがとうございました。 （宮澤）
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❀ 新 入 会 員 紹 介 ❀

た みや よし つぐ

田宮 良嗣 さん （日本語クラブ＆広報部会）

今年度から入会させて戴きました７１才の老いぼれです（笑！） なのに厚かましくも日本語クラブと広報部会に

首をつっこませて戴いて、皆さんの足を引っ張りながら色々と勉強させてもらっています♪

足手まといになってご迷惑をお掛けするかも知れませんが、外国から来られている方々

の何がしかのお役に立つ事が出来れば、との一念で活動したいと思っています。人間は

元々“他の人に喜びを与える時に、自分自身が最も幸せを感じる”ように創造されている

らしいです！皆さんと一緒に、出来る限り沢山の人に喜びを与えたいと願っていますので、

宜しくお願い致します♪

桑原 恵津子
くわ ばら え つ こ

さん

桑原恵津子です。

友達に声をかけて頂き、縁あって入会させて頂くことになりました。

微力ながら、留学生の方々を応援したいと思います。一つでも多く、日本文化に出会う

お手伝いができたらと思っています。これから、よろしくお願いします。

い の ぐち やす お

井ノ口 泰夫 さん (日本語クラブ)

世界中の人々と交流しながら、しかもささやかでも何か手助けが出来れば素晴らしい事だと思い、以前よりグロー

バル香芝には興味を持っておりました。仕事は二の次にしても良い年齢に達したと自分で

勝手に判断し、今回思い切って参加させていただきました。教育大で数回学生さん達に日

本語の学習支援に参加させて頂きましたが、真面目に学習に取り組む姿には心動かされ

る思いがします。又自分の国語力のいい加減さも痛感いたしました。これからは学生達と

一緒に勉強しながら、又機会が有れば、彼等よりは長く生きてきた中で経験した事、失敗

から学んだ教訓なども伝える事が出来ればと思っております。

すぎ した み ゆ き

杉下 美由紀 さん （広報部会）

生年月日 １９８３年８月５日 星座 しし座 血液型 A 型 趣味 ピアノ

１１年前に大阪から奈良へまいりました。

グローバル香芝の新入部員で、広報のスペイン語を担当しています。

どうぞよろしくお願いいたします。
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メンバーひとりごと －３０－

「河合さんは、グローバル香芝発足当初からのメンバーで、特に日本語支援活動や夏祭り行事などの草分け

的な存在で、現在も継続して活躍中です。そのほか、色々なボランティアサークルでも存分に力を発揮されてい

ます。

“ 近頃 思うこと ” 河合喜美子

さて、何について書こうかと考えた時、今私の心を占めているのは、なん

と言っても孫のことではないでしょうか？

息子たち一家が転勤のため、横浜へ引っ越ししてまもなく一年。最初の

内はいつも遊びに来ていた孫にこれから会えないという喪失感に体中の

力が抜けるように感じました。 横浜へは、新幹線に乗ればすぐ行ける

じゃないの、とよく言われたものです。学生時代には北海道、東北、四国

を旅行したものの、交通網が発達して複雑な大阪や横浜・東京へ一人

ではとても不安。それまでに主人等と２回横浜へ行きましたが、４月にいよいよ一人旅。香芝の家を出てから

乗換えを繰り返し、やっとのことで横浜のマンションに到着しました。するとバアバが遅いと孫が大泣きで迎えて

くれ、緊張の糸が切れました。

これがちょっと自信に繋がり、これから都心へも足を延ばし、挑戦しようと楽しみになってきました。でも

残念ながら、せっかく「わかった！もう大丈夫！」と思っても次に行くのは数ヵ月後。その時には元の木阿弥に

なっていないかしら・・・？ そうならない内に早く次ぎの計画しよう！！

❉次回は 井村嘉男さんです

◆◆ “グローバル香芝” 入会のご案内 ◆◆

香芝市の国際交流に参加できる個人や団体で国際交流に興味をお持ちの方、私達と一緒に活動しませんか。

語学力や国籍に関係なくどなたでも入会することができます。

<会 費> 個人会員 年間 3,000 円 ／ 賛助会員 （団体） 年間 10,000 円

<月例会> 10:00～12:00 ふたかみ文化センター ８/１８（火）, ９/１６(水), １０/２０(火), １１/1８（水）

◆ 申し込み・問い合わせ先

香芝市企画政策課内事務局： 上平、千葉、芳倉（Tel 0745-76‐2001 内線 323，Fax 0745-78‐3830）

グローバル香 芝 ： 近 藤 正 彦 （Te l 0745-76-5313）または菊 池 宣 夫 （Te l 0745-78-0291）

e-mail : n i josan3231@global-kashiba.matrix. jp までお気 軽 にどうぞ！

◆ホームページアドレス http://global-kashiba.ｍａｔｒｉｘ.jp

編 集 後 記

・ ５月号からお手伝いさせて頂いてます。皆さんが

読みやすい紙面を目指して私も勉強していきま

すね！！（J S）

・ 出産の為、しばらくお休みします。香芝に引越して、

グローバル香芝に入って……新しい良き出会いに感

謝です。 （K 2）

・ 最近の素敵なニュース、全盲ピアニスト・辻井伸行さ

んの国際ピアノコンクール優勝、車椅子テニスプレー

ヤー・國枝慎吾選手の全仏オープン 3 連覇、に「五体

満足」ではダメ？とひがみっぽく感心してます。（Y T)

・ 紫陽花の季節がやってきた。花言葉は「移り気」と

響きはあまりよくないが、ぼくはこの花が好きだ。そ

の中でも圧倒されるような西洋種よりも日本原産の

ガクアジサイが好きだ。また、山の中で見るコアジサ

イ、タマアジサイ、ヤマアジサイは更に好きだ。この

時期の山行はこれが楽しみだ (ＡＨ）

・ 広報部は、若い力の入部・復活組と、活気づいてき

ました。パソコンに向いほとんど顔の見えない作業

ですが、それぞれが自宅で活動・協力してくれてま

す。影の力に感謝！感謝！皆さん有難う！ （ＳＴ）

（ ）

編集発行 ： グローバル香芝･広報部会

事務局 : 〒639-0292 香芝市本町 1397 香芝市役所 企画政策課内

Tel ：0745-76-2001（内線 323） Fax： 0745-78-3830


