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国際交流の集いでインド伝統舞踊を演舞

　「Ｃｉｔｙ　ｏｆ　Ｌａｋｅｓ」とも呼ばれる美しい森と湖のミネソタ州ミネアポリスへの市民訪
問団員を募集します！
　夏の一大イベント「水上祭」を楽しみ、週末は市民宅でのホームステイを体験してみませんか？
　皆様の参加をお待ちしております。

　姉妹都市小豆島町との交流促進を図るため、茨木市では小豆島町の指定宿泊施設を利用する市民の
皆さんに、宿泊費用の一部を補助する制度を設けています。

滞在期間
費 用

募集人員
募集資格
申 込 み

事前説明会
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申 請
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年 会 費

申 込 先

〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市市民文化部文化スポーツ課内
TEL 072-620-1608　FAX 072-622-7202
ﾎｰﾑﾍ゚ ｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ　http://www.ifai.jp/

平成25年７月11日（木）～19日（金）の9日間
30～32万円
（参加者20名以上の場合。宿泊はホテル5泊・
　ホームステイ2泊と7回の食事つき）
約30人（最低催行人数20人）
18才以上（茨木市民、茨木市国際親善都市協会会員）
平成25年5月1日（水）～5月31日（金）

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

中学生以上2,000円、小学生1,500円
（１人につき４月～翌３月までの年間１泊分のみ）
宿泊日の１０日前までに、申請書を文化スポーツ課へ提出
文化スポーツ課（TEL.072-620-1608）へ問い合わせ
又は下記ホームページへ

参加者

募集

5月17日（金）17時から、市役所南館8階 交流サロン（予定）
茨木市国際親善都市協会　南館8階
072-620-1608　　FAX 072-622-7202                             

＜宿泊補助ホームページ＞
　http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/bunka/menu/shodoshima/index.html

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々の入会をお待ちしています。
　会員には、年２回発行する協会報の送付や、協会が催す交流行事のご案内をいたします。

主な活動内容
国際交流の集い
市民と在住外国人等との「ふれあい交流」
姉妹・友好都市への市民親善訪問団
中・高校生の「英語スピーチ大会」など
協会ホームページ：http://www.ifai.jp/

編集・発行

茨木市国際親善都市協会事務局

※平成25年4月1日から行政機構改革により
事務局は市民文化部文化スポーツ課となり
電話番号も変更となっております。

SISTER CITIES NEWS

Vol.60 2013.5.11



                                  

2

SISTER CITIES NEWS

ミネアポリス市市民訪問団来茨！！ミネアポリス市市民訪問団来茨！！ミネアポリス市市民訪問団来茨！！

　姉妹都市活動室では、ミネアポリス市との交流を
支えるための英語力や国際感覚の向上、異文化理解
のため、ゲストスピーカーの英語によるスピーチを聞
いたり、ディスカッション等を行ったりしています。
　また、JICA 研修員、阪大留学生や茨木市近隣に
在住の外国人との交流を楽しんでいます。
　興味のある方は、気軽に見学に来てください。

　昨年 11 月、設立以来 30 周年を迎えた茨木市姉妹都市活動室 (IIN) が実施の主体となり、茨木市国
際親善都市協会の主催により、ミネアポリスから 10 人の訪問団をお迎えし、盛大な記念行事を開催し
ました。その折、ミ市からは「交流認定書」を頂戴いたしました。京都、奈良、茨木市内など様々な場
所を訪問団の皆様と巡り、茨木の大門寺では、錦秋の候にふさわしい、見事な紅葉を愛でることが出来
ました。さらには着物、茶道、書道などの日本文化にも接していただき、さらに交流を深めました。ミ市とは、
今後とも活発な交流が続く事を願ってやみません。最後に、この度は親善都市協会役員の皆様、両市の
姉妹都市交流にご縁をお持ちの多くの方々より、多大なご協力、ご支援をいただきまして、誠に有難う
ございました。

「温故知新ＩＩＮ30年記念行事」を終えて
姉妹都市活動室　委員長　中村　通子

　姉妹都市活動室設立30年を祝おうと平成24年11月9日から15日までの間、茨木市の姉妹都市で
あるミネアポリス市から「ミネアポリス市市民訪問団」10人が来茨されました。姉妹都市活動
室の中村委員長より、当時のご感想を寄せていただきました。

Ibaraki Intercultural Network（IIN）姉妹都市活動室Ibaraki Intercultural Network（IIN）姉妹都市活動室
例　会：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
場　所：クリエイトセンター
　　　　※協会事務局へお問合せください。
資　格：茨木市国際親善都市協会会員
年会費：正会員：2,000 円（18 歳以上）
準会員：1,000 円（中・高校生） 

IIN 直通 080-5717-7487（代表携帯） 　URL http://www.zd.em-net.ne.jp/̃iin/
市国際親善都市協会事務局　TEL 072-620-1608

お問い合わせ先

2013年国際交流の集い

　2月17日（日）、茨木市市民会館ドリームホールで「2013年国際交流の集い」を開催し、市民と外国
人約260人が交流を図りました。今年も外国人による日本語スピーチ発表会を始め、ペルシャ古典音楽
演奏、インド伝統舞踊、日本古来の雅楽・神楽演奏など伝統あるものに触れ、また、恒例の餅つき大
会、民謡民舞、市内の高校による趣向を凝らしたブースなど、会場は活気に溢れていました。
　また、受付では、昨年に引き続き東日本大震災復興支援の一環として、東北の物産販売も行いまし
た。ご協力ありがとうございました。　
今回、日本語スピーチ発表会で素晴らしいスピーチを披露して下さった方々の声をお届けします！

ー International Gathering 2013ー

　緊張しましたが、終わってからホッとしま
した。
全部暗記して、まちがわずに皆に伝えられた
ので満足しました。
グエン・タン・フーン：ベトナム

　初めは少し緊張したけ
ど、知っている人がいた
し、皆は笑ってくれたの
で自信が持てました。だ
から、楽しくなりました。
ヨアン・ドワイヨン
：フランス

　「国際交流の集い」に参加して、大変勉強に
なった。皆のスピーチも良かったし、インド伝
統舞踊も素晴らしかった。そして、違う国の文
化に対して互いに了解できたと思う。良い経
験だった。
任杰（ニン ケツ）：中国

　日本や諸外国のすばら
しい文化に触れられたこ
とと、日本語で語り合っ
て交流ができたことが大
変よかったです。
田中　サンドラ：ペルー

　スピーチは面白くて楽しかったです。出ら
れて良かったと思います。集いでいっぱい新
しいことを学びました。
クリスティーナ・マリー・ピッコロ：アメリカ

　茨木市の国際交流という活動を通じ多くの
国々の方が将来の日本とそれぞれの国をつな
ぐ夢の橋になると信じております。
小澤　コソフレット　アテナ　ガブリエラ
：ルーマニア

　「2013 年国際交流の
集い」に参加できて、と
ても楽しかった。
　初めての餅つき体験も
でき、とても面白かった。
これからも積極的に茨木
市主催のイベントに参加

したいと思います。　姚佳（ヨウカ）：中国

みさミサによる津軽じょんがら 神秘的な音色雅楽・神楽 餅つき！！ ペルシャの古典音楽

初めてのゆかた高校生のブース なごりおしいフィナーレ
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JICA研修員のホームビジット受け入れをされた渡辺克江さんよりご感想です！

対象外国人
内 容

と き
対 象 者
申 込

　昨年11月24日ＪＩＣＡのホームビジットでウガンダのマーティンさんをお迎えしました。
　アルム県の行政長官と伺っていたので、若干の緊張を持って当日お会いしましたが、キュートな笑顔
のとてもフレンドリィな方で、私達の緊張は杞憂にすぎませんでした。
　近隣の博物館、紅葉の名所や百円ショップに行ったり、家で着物を着てもらって食事をしたりと、
あっという間の７時間でした。
　別れ際の「マイ　ジャパニーズ　ファミリィ」というマーティンさんの言葉と、彼の笑顔を忘れるこ
とはないと思います。遠く離れたアフリカの地に、また一人家族が増えました。

　茨木市国際親善都市協会では、留学生やJICA研修生を受け入れてくださるホストファミリー家庭登
録を募集しています。ご自宅で国際交流しませんか？

　平成24年12月1日（土）・クリエイトセ
ンター生活実習室にて、ホセ・ホアン・モン
ロイ・ランヘルさんより母国メキシコ料理の
紹介をして頂きました。参加者23人が一緒
に作り、出来た料理を皆さんでおいしくいた
だきました。

　イギリス人のロバートさん（リバプール出
身）を講師にお招きし、英語講座初級（平成
25年1月～3月12回コース）を開講、26人が
受講されました！会話形式の授業が中心で、皆
さん楽しそうに授業を受けておられました。

世界の食卓から

ＪＩＣＡホームビジットＪＩＣＡホームビジット

ホームステイ・ホームビジット受入登録家庭募集ホームステイ・ホームビジット受入登録家庭募集

　平成25年3月2日（土）、茨木市民19人と市内在住
外国人３人が交流しました。午前中は、早春の風に吹
かれ元茨木川緑地を散策、その後、スカイレストラン
で昼食と交流を、午後はT.T.BOWL茨木で3グループ
に分かれてわきあいあいとボウリングをしました。皆
さん言葉の垣根
を超えて楽しむ
ことが出来まし
た。

市内在住外国人等とのふれあい交流

初級英語講座

阪大留学生、JICA研修員など
ホームステイは学生用に１室と１日朝・夕の２食（週末・休日は３食）の提供、
ホームビジットは1日のみで日帰りです。
随時、登録家庭に募集情報を郵送します。
協会会員
市国際親善都市協会事務局（文化スポーツ課内 TEL 072-620-1608）へ登録用紙を提出

　英語ハイク 122 句の今回のテーマは、今年の宮中のお題「立つ」からとられています。「立つ」には日本語
では多様なイメージが含まれます。そのため今回「立つ」は、「春立つ」つまり「春が来る様子」を俳句にして
います。春立つというテーマに沿って自然をよく観察し、自然と人生の営みを重ね合わせた優れた作品が
多く出句されました。年齢を超えて、素直に自然を捉え、刺激的ないい作品が多く、選句していて、「春立
つ」に含まれる多くのイメージを楽しみました。
　ハイクの選句の基準は、イメージの明確なもの、できるだけ新しい物の見方、英語語彙の使い方の巧さ、
音の使い方などです。この基準に沿って、詩的感性の豊かな作品を選びました。ミネアポリス―茨木市の
国際ハイク交流は日米の英語ハイク普及に寄与していると確信しています。

　平成２４年１１月３日（祝）第２９回「英語スピーチ大会」を開催いたしました。指定暗唱文“Zorba's 
Promise”を暗唱した中学生１８人と、自由なテーマで自分の思いをスピーチした高校生１３人の堂々
とした表現力豊かな声が会場に響きました。審査員の先生方や聴きに来られた方々から「レベルが高く
驚いた」、「同じ課題文でも表現に個性があり、発音と共に素晴らしかった」、「高校生は自分の体験
や主張・考えが表現され感動した」、「生き生きとした発表と真摯な態度に大きな感動をもらった」と
いった感想が寄せられました。　

第２９回英語スピーチ大会報告

　　　　　　

　第１位   林　　　萌 さん     
　大阪薫英女子学院中学校　１年生
　第２位   山本　茉由 さん
　茨木市立東中学校　３年生
　第３位   尾崎　綾香 さん
　茨木市立北陵中学校　３年生

　第１位   渡り　彩花 さん     
　大阪府立春日丘高等学校　３年生
　第２位   溝口　桃香 さん
　大阪府立茨木高等学校　２年生
　第３位   清水　啓貴 さん
　大阪府立槻の木高等学校　２年生

中学生の部 高校生の部

As the white snow melts
I build my final snowman
And then he’s all gone

翻訳・講評：吉村　侑久代（岐阜保健短期大学教授・日本英詩協会会長）

白い雪が解け始めると

私は最後の雪だるまを作るの

そして彼とサヨナラするの

幼稚園・小学校の部 作者：Curtis Jalen Jones

The snow fades to rain
Quenching the thirsty flowers
A sea of color

花の渇きを癒しながら

雪が雨になっていく

海の色に

中学生の部 作者：Caitlin Smyth 

Flocking V’s of geese
Flying high, return to feast
Lettering the sky.

Ｖ字形の雁の群れ

空高く飛び、えさ場に戻る

空にＶ字を描きながら

成人の部 作者：Cheryl Leavitt

Green buds among trees
Where a perched bird flies away
Chirps in the distance

木々の間の緑の蕾で

しばし翼を休めた鳥が飛び去り

離れて囀っている

高校生の部 作者：Jackie Vo

タコス・鶏煮込み・インゲン豆と
とうもろこしのサラダ
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（社）茨木カンツリー倶楽部

青少年国際交流助成事業基金
　当基金では、茨木市国際親善都市協会が主催・共催又は後援する事業や、国外でのスポー
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をし
ております。

平成24年度の主な助成事業

ラボ国際交流事業 小豆島町中学生リーダーキャンプ

小豆島オリーブ杯
小学生バレーボール大会

　平成 25 年 3月17日～24日にかけて、
福井高校の生徒 5 人が茨木市の姉妹都市
であるミネアポリス市パトリックヘンリー
高校を訪問し、現地高校生との交流やホー
ムステイを体験しました。

　茨木市内幼稚園・小学校・中学校の子
供達の絵画や書を、姉妹都市・アメリカ
合衆国ミネアポリス市、国内姉妹都市・
小豆島町及び韓国昌原市に送付しました。

　平成 24 年 10 月 20 日～ 21日にかけ
て、茨木市と姉妹都市である小豆島で第
11 回小豆島オリーブ杯小学生バレーボー
ル大会が開催され、茨木郡バレーボール
クラブ・太田ジュニアバレーボールクラブ・
玉櫛スポーツ少年団・たまさぶジュニア
が出場しました。

　平成 25 年 3 月 27 日～ 4 月 2 日にかけて、バトントワリング日本代表として認定
を受け、WORLD WINGS Junior と Senior の 2 チームがアメリカ・ハワイで最高
の環境の中、世界中から集まったチームと 2 日間にわたって競技が繰り広げられました。
　

　平成 24 年 11 月 3 日、福祉文化会館
５階文化ホールで第 29 回茨木市国際親
善 都市協会英 語スピーチ大 会が開催さ
れ、トロフィーと参加賞が贈られました。

　平成 24 年 8 月13 日～18 日にかけて、
姉妹都市である小豆島町の中学生 7人が、
茨木市青少年野外活動センターで茨木市
の中学生とキャンプ交流をしました。

　平成 24 年 7 月 22 日～ 8 月 22 日に
かけて、中学生 2 人がアメリカ、1 人が
ニュージーランド、それぞれがホームステ
イを体験しました。

第２９回英語スピーチ大会絵画・書の交換

府立福井高校
ミネアポリス・スタディーツアー
（パトリックヘンリー高校）

　「我們是朋友！（ぼくらは友だち）」では中国
語に親しみたい子どもたちを大募集しています。
原則、毎月第２土曜日 (２月は第３土曜日 ) に、
ローズＷＡＭで開催しています。
　今年度は親子で参加できる中国語教室です！
ぜひ、父兄の方々も一緒にご参加ください！
※もちろん子どもだけでも参加可です。

※テーマや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の募集欄でお知らせします。

　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ー先生と一緒に英語に親
しむ "We Are Friends !" を、原則 4・5・7・
9・10・12・2 月の第 3 日曜日にクリエイト
センターで行なっています。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。

　平成２４年１１月15日（木）にケニヤ・ウガンダ・
タンザニアから１5 人の JICA 地方自治体行政研
修員が表敬訪問に来られ、挨拶が終わると次々
と市長に質問をしていました。研修員は１１月 5
日（月）に来日し、茨木市役所での研修など、
多忙な研修日程を終え 12 月 22 日（土）帰国
の途に就かれました。

　「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

《Thursday Class》1：30 ～ 3：00 p.m.

《Friday Class》10：00 ～11：30 a.m.

8th Floor at City Hall Annex

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

TEL 080-5353-2445

ホームページ：http://nihongo.o.oo7.jp/
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JICA地方自治体行政研修員
１5人が表敬訪問！！

JICA地方自治体行政研修員
１5人が表敬訪問！！

JICA地方自治体行政研修員
１5人が表敬訪問！！

We Are 

Friends !
We Are 

Friends !We Are 

Friends !

小学 4 年生～中学３年生   
協会事務局（TEL 072-620-1608）
ウェンディ久徳さん

対象
連絡
講師 対象

申込
講師

中国語で遊ぼう

小学生 1～ 6 年生、参加児童の保護者
協会事務局（TEL 072-620-1608）
陸暁紅さん、楊艶紅さん、山口小百合さん

ALOHA INTERNATIONAL SPIRIT CHAMPIONSHIPS 2013
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皆さんに、宿泊費用の一部を補助する制度を設けています。

滞在期間
費 用

募集人員
募集資格
申 込 み

事前説明会
問 合 せ
T E L

補 助 額

申 請
詳 細

年 会 費

申 込 先

〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市市民文化部文化スポーツ課内
TEL 072-620-1608　FAX 072-622-7202
ﾎｰﾑﾍ゚ ｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ　http://www.ifai.jp/

平成25年７月11日（木）～19日（金）の9日間
30～32万円
（参加者20名以上の場合。宿泊はホテル5泊・
　ホームステイ2泊と7回の食事つき）
約30人（最低催行人数20人）
18才以上（茨木市民、茨木市国際親善都市協会会員）
平成25年5月1日（水）～5月31日（金）

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

中学生以上2,000円、小学生1,500円
（１人につき４月～翌３月までの年間１泊分のみ）
宿泊日の１０日前までに、申請書を文化スポーツ課へ提出
文化スポーツ課（TEL.072-620-1608）へ問い合わせ
又は下記ホームページへ

参加者

募集

5月17日（金）17時から、市役所南館8階 交流サロン（予定）
茨木市国際親善都市協会　南館8階
072-620-1608　　FAX 072-622-7202                             

＜宿泊補助ホームページ＞
　http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/bunka/menu/shodoshima/index.html

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々の入会をお待ちしています。
　会員には、年２回発行する協会報の送付や、協会が催す交流行事のご案内をいたします。

主な活動内容
国際交流の集い
市民と在住外国人等との「ふれあい交流」
姉妹・友好都市への市民親善訪問団
中・高校生の「英語スピーチ大会」など
協会ホームページ：http://www.ifai.jp/

編集・発行

茨木市国際親善都市協会事務局

※平成25年4月1日から行政機構改革により
事務局は市民文化部文化スポーツ課となり
電話番号も変更となっております。
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