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姉妹都市「香川県小豆島町」にようこそ！

歴史文化姉妹都市「大分県竹田市」からこんにちは

我們是朋友！中国語で遊ぼう！を紹介します！

WE ARE FRIENDS！を紹介します！

Ibaraki Intercultural Network(IIN)姉妹都市活動室を紹介します！

茨木市実用日本語学習会を紹介します！

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！、MINNIBARAKIに記事を投稿してみませんか？
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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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姉妹都市「香川県小豆島町」にようこそ！

　令和元年5月に、小豆島町を含めた２市２町（岡山県笠岡市、香川県丸亀市、香川県土庄町）の、せとうち

備讃諸島の石の物語が「日本遺産」に認定されたことをご存じでしょうか。

　日本遺産とは、地域の有形、無形の文化遺産を一つの物語として束ね、日本遺産ブランドとしてその魅

力を日本、世界に向けて発信し、文化や文化財を観光資源として積極的に活用することで、観光客等の交

流人口の増加を図り、地域の活性化を目指すものです。

　認定されたストーリーは、４００年前の大坂城築造に使われ

た備讃諸島の巨石文化からはじまり、その石材運搬を担った海

の民（塩飽水軍等）の大活躍、そして、明治以降では、靖国神

社の石鳥居、日本銀行本店本館、皇居正門石橋、東京駅丸ノ

内本屋など、日本の近代建築物を支え続けた石の産業文化を

組み込んでいます。

　また、見るもの全てを魅了する寒霞渓の景観美をはじめ、山

岳崇拝の精神文化、石切唄や石節、農村歌舞伎の民俗文化、

醤油や石切寿司などの食文化がストーリー（物語）を構成して

います。

　笠岡市、丸亀市、土庄町と連携し、これからも石の文化の魅

力を高めてまいりますので、是非お立ち寄りください。

茨木市

小豆島町

　1620年代、江戸幕府による大坂城再建の際に石垣用の石材を調達する

ため、福岡藩黒田家が採石した丁場跡です。高さ約17メートル、重さ約

1,700トンの花崗岩の巨石「大天狗岩」は採石場のシンボルであり、パ

ワースポットとしても知られています。国指定史跡であるこの場所では、

遊歩道やトイレが整備され、今でも石を割るための矢穴や刻印など、当時

の石工が活躍した痕跡を確認することがきます。

　瀬戸内海国立公園を象徴する場所。表12景、裏8景の渓谷

のいたるところで長年の風化により形作られた奇岩をみるこ

とができます。神懸山を含む山地一体が霊地として古来信仰

されています。

大坂城石垣石丁場跡（小豆島丁場跡）のシンボル『大天狗岩』

神懸山（寒霞渓）

姉妹都市担当課：小豆島町総務課
電話番号：0879-82-7001
メールアドレス：olive-somu@town.shodoshima.lg.jp
ホームページ：https://www.town.shodoshima.lg.jp/
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「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。毎回テーマも変わるので、お好きな回から、いつからでもご参加いただけます♪

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？

中国語は漢字で書かれてるけど、日本語の読み方と全く違うから難

しい～！ (>_<) って思いますよね。

中国語の漢字にはそれぞれ「ピンイン」と呼ばれる、日本語でいう

読み仮名のようなものが振られています。

この「ピンイン」が分かると、中国語での発音の仕方が分かるよう

になります !(^^)! 関心のある方は、ぜひ一度中国語教室に遊びに来

てくださいね！

この漢字がこんな発音をするの！？と驚き、一生懸命に発音の練習

をするお子さんたちで教室内は和気あいあいとした雰囲気ですよ♪

日 　 程

対 　 象

参 加 費

申込方法

原則月１回（２、 ３、 ４、 ６、 ７、 ９、 10、 12 月）の

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

中国語を遊びの中で楽しく学びましょう！

身体を動かして自然に中国語をマスターしてもらうために、中国のグッズを使い、

絵画、絵本などを取り入れて、毎回のテーマに沿って、中国の遊び、ゲームなどを

楽しみながら、「持帰り学習」もしています。絶対忘れられない「ワンフレーズ」

で親御さんもお家でお子さんと楽しく反復練習できますよ。

まずは教室に遊びに来てくださいね。

中国語がおもしろそうだと思って参加しました。中国語の歌や絵本も知ることがで

きて楽しいです。中国の文化も知ることができるので、おすすめです。

山口先生はやさしくて、中国語で何と言うのか忘れても教えてくれるので、安心し

て言うことができます。

おすすめなので、みなさんもぜひ参加してみて下さい！

どんどん中国語が

話せるようになったよ！

身体を動かして、

とっても楽しい☆

妈妈（ママ）と一緒に中国語で自己紹介しましょう♪

中国語で『猜拳（じゃんけん）』しましょう！

「石头（グー）剪刀（チョキ）布（パー）！」

我們是朋友！中国語で遊ぼう！を紹介します！

中国語教室講師の山口小百合先生からのメッセージ
やまぐち さゆり

ふろうち しょうご

中国語教室に参加された不老地将吾くんからのメッセージ

※新型コロナウイルス対策を行ったうえで、活動を実施しております。
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「WE ARE FRIENDS！」では、講師の久徳ウェンディ先生といろいろなテーマに合わせて、ゲームなどを楽

しみながら、英語に親しむことができます。英語って苦手だなぁ…というお子さんも、教室に来ると日本人

のスタッフが優しくサポートしますので、楽しく元気いっぱいに英語で遊んでいますよ♪

４月のイースターエッグハント、10 月のハロウィンパーティー、12 月の

クリスマスクラフトなど、楽しいイベントが盛りだくさんです☆

折り紙を折って、メッセージを添えて姉妹都市のアメリカのミネアポリス

市のみなさんにプレゼントしたことも♪「とっても素敵！ありがとう！」

と感想も届いています！喜んでもらえて嬉しいですね (*^▽^*)

ぜひ、外国の文化を体験しながら、みんなと一緒に英語を楽しんでみませ

んか？スタッフみんなでお待ちしています！

日 　 程

対 　 象

参 加 費

申込方法

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

Hi!  Welcome to WE ARE FRIENDS!

We Are Friends is an activity that is part of Ibaraki’s International Association.  It is not an 

English class.  We Are Friends is an activity held 8 times a year for school-age children.  

Each time we choose some theme, such as shopping, making crafts, cooking, etc. and give 

the children the opportunity to use English in a fun atmosphere.

Continuing We Are Friends during the pandemic has been a challenge, but when we have 

been able to have our activities the children have always been able to learn new things all 

the while having fun.

こんにちは！WE ARE FRIENDS！へようこそ！

WE ARE FRIENDS！とは、茨木市国際親善都市協会の活動団体の一つです。英

語の授業ではないですよ。WE ARE FRIENDS！は学齢期の子ども達を対象とし、

年に８回実施している活動です。毎回、ショッピングやクラフト作り、料理などのテー

マを決めて、子ども達に楽しい雰囲気の中で英語を使うきっかけづくりをしています。

コロナ禍において WE ARE FRIENDS！の活動を続けるのは大変なことでしたが、

活動できた時は、子ども達はいつも楽しみながら新しい事を学ぶことができました。
ウェンディ先生からのメッセージを

日本語に訳しました♪

ひさのり

青少年活動室講師の久徳ウェンディ先生からのメッセージ

WE ARE FRIENDS!のスタッフみんなでお待ちしています♪

WE ARE FRIENDS！を紹介します！（青少年活動室）
※新型コロナウイルス対策を行ったうえで、活動を実施しております。

ひさのり
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茨木市が米国ミネアポリス市と姉妹都市締結した2年後

の1982年に姉妹都市交流の原点である“people to 

people”の理念に基づいて両市民の活発な交流を促

進するために設置されました。

その後、時代の流れと共に近隣の都市や茨木市在住

の外国人やミネアポリスの市民、ジャイカ（JICA）の

研修生、大阪大学や立命館大学の留学生等と日本文

化や日本での生活を理解してもらうように様々な交

流活動をして来ました。

今は、コロナの影響で、毎年行っている活動が、

十分行えないかわりに、ミネアポリスの MISCA

（ミネアポリス・茨木・シスター・シティ・アソ

シエーション）のみなさんと月に 1回、オンライ

ン交流を行っています。MISCAの制作している

MINNIBARAKIという季刊誌にも分科会の活動

を掲載してもらったりしています。手紙や写真

の交換などにより、このコロナ禍でも一層幅広

くいろいろな活動を行っています。

月２回の例会活動では、世界中からゲストを招き、今問題に

なっている国際問題を知り、英語の語学力向上の為、英語で

プレゼンテーションを聞いています。６月のワークショップ

では、日本文化を理解してもらうために、着物を着て、茶道・

お習字・折り紙の経験をしてもらいます。毎年、９月には、「公

開例会」と言って、広報などで募集した一般の市民にも参加

してもらい、IINの活動を知ってもらうため、例会を公開して

います。また、毎年 10月には、外国人のゲストを募集して、観

光地へ一緒に行き、英語でのガイドや日本文化を楽しんでも

らいます。

私たちの活動は他にも、神戸のジャイカ（JICA）関西を訪れた

り、「英語スピーチ大会」、「国際交流の集い」など IFAI（茨木市

国際親善都市協会）の活動にも、協力しています。

学生、留学生、地域在住の外国人の皆さんもどうぞご自由にご参加く

ださい。また、英語や国際交流に興味のある方、是非お尋ねください。

お待ちしています！詳細は下記連絡先までお問い合わせください。

IIN例会　第1木曜日　9：30～11：30

　　　　第3土曜日　14：00～16：00（毎月実施　8月を除く）

場　所　茨木市福祉文化会館（オークシアター）

会員数　54名（2020年度末）

年会費　2500円

　　　　（入会の際には、本協会の会員になる必要があります）

連絡先　IFAI（茨木市国際親善都市協会）事務局

　　　　TEL　072-620-1810

U R L 　http//www.ibaraki-city-iin.com/

Ibaraki Intercultural Network IIN
※新型コロナウイルス対策を行ったうえで、活動を実施しております。

例会の様子

宇治への野外活動（2019 年秋）

ミネアポリス市民をお迎えして

万博公園へお花見

ミネアポリス市民の

お茶のお点前を拝見

コロナ禍で、なかなか会えない

みんなと「お久しぶり会」

（万博へ散歩）

コロナ禍でのMISCA との

オンライン交流

着付けグループでは「着物でズーム」

　～インドからのお客様と

　　　自由参加の会員を迎えて～

姉妹都市活動室を紹介します！

IIN（姉妹都市活動室）って？

ご参加おまちしておりま～す♪

頑張っています！

コロナにも負けず！！
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実用日本語学習会では、地域に住んでいる日本語を母語としな

い方々のために、日本語の学習を支援するボランティア活動を

行っています。学習会はマンツーマンで実施しているので、いつ

でも自分のレベルに合わせて、学習を始めることができます。

また、授業だけではなく、7月には七夕まつり、新年会にはお茶

会（初釜）や書道（書初め）などの日本文化の体験や料理交流会、

遠足で学習者の皆様と交流しています。

国際理解教室への協力では、市内の小中学校に学習者の皆さん

と訪問し、小中学生の異文化学習のお手伝いをしています。

また、支援力向上のために、教える人（支援者）同士の研鑽会や、

講師を招いての講習会も行っています。

学習会では、マンツーマンが基本なので、レベルに関係なく、いつ

でも、だれでも始められるところがおすすめです☆

時にはお互いの文化の違いや生活習慣を話したり、またある時

には今日の出来事を話したり、日本語学習の型にとらわれず

様々な話題で学習者との親睦も深めています！また、日常会話

のなかで使うことわざを説明するときなど、日本人にとっても

日本語の再確認ができる場面があり、一緒に学び、自分自身も

成長できていることが実感できます (*^▽^*)

更なる高みを目指す学習者の皆さんは、日本語能力試験のＮ1や

Ｎ2合格を目標に今日も頑張っています！「頑張って合格した

よ！」のお知らせを聞くと、支援者の喜びもひとしおです☆

2020年 1月、新型コロナウイルスのニュースが広がり始め、学

習会も感染拡大防止のため、やむなく、休講に踏み切りました。

休講の間も、「このような時期だからこそ支援を必要としてい

る人がいる！」という支援者みんなの思いから、9月にオンライ

ンによる学習会を再開することができました。

再開後の意欲にあふれる学習者の皆さんの出席率は高く、めき

めきと日本語が上達する姿を見ると、本当に嬉しく、やりがい

のあることだと感じています。

現在も感染拡大防止のため、オンライン学習と対面学習（緊急

事態宣言発令の際はオンライン学習のみ）での学習会を実施し

ております。

日本語を勉強したい外国人の方、日本語学習の支援を求めている外国人をご存知の方、是非お尋ねください。お待ちしています。

時 間

場 所

会 費

連絡先

U R L

木曜クラス　13:30～15:00　　金曜クラス　10:00～11:30　※オンライン学習の授業時間は60分

クリエイトセンターもしくは福祉文化会館（対面学習の場合）

学習者2,000円（1期1クラス分）テキストは別途実費負担　支援者500円

IFAI（茨木市国際親善都市協会）事務局　　TEL　072-620-1810

http://www.ibaraki-nihongo.sakura.ne.jp/

茨木市実用日本語学習会を紹介します！
※新型コロナウイルス対策を行ったうえで、活動を実施しております。

コロナ禍前は、お楽しみ会で大盛り上がり♪

画面越しで「こんにちは！」

感染防止対策もバッチリ！

実用日本語学習会って？

お問い合わせください！

オンラインで学習♪

マンツーマンで学習☆
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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。

〒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！！

MINNIBARAKIに記事を投稿してみませんか？

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

　MINNIBARAKIとはMISCA（ミネアポリス市・茨木市姉妹都市協会）の皆さんが作成されているニュースレターのことで、

現在２月、５月、８月、11月の年４回発行されています。協会会員の皆様もミネアポリス市のみなさんにメッセージを送って

みませんか？

　ミネアポリス市との交流に関すること、日本文化の紹介、ご自身の国際体験など、ミネアポリス市のみなさんに読んでも

らいたい内容なら何でもOK！写真を一緒に掲載することもできます♪なお、応募原稿は全て英語でお願いします☆

皆様からのご応募お待ちしております♪

申込書・応募原稿を協会事務局へメールで提出（申込書は協会HPからダウンロード、または窓口で配布）

各号の３か月前の月末（例：11月号への応募なら８月末まで）

※発行状況によって変更になる可能性があります。

応募原稿について詳しくは本協会HPのMINNIBARAKIのページをご覧ください。▶

応募方法

応募締切
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