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平成27年度 半田国際交流協会総会開催平成27年度 半田国際交流協会総会開催平成27年度 半田国際交流協会総会開催
4月28日（火）半田市福祉文化会館視聴覚室にて、本年度総会を無事終えることができました。議案は

すべて承認されましたので、ご報告申し上げます。

諸外国の方々とお会いする度に、日本の少子高齢
化・人口減少などの課題がある中、国際交流が今後の
日本社会を支える上で、大切な鍵であるとの思いを
一層強くします。海外からの観光客の増加や外国人
労働力の活用などは、この半田市にとっても身近に捉
えなければならない事柄になってまいりました。若い
世代には、異なる文化や風習を学び、日本の歴史と文
化から培ってきた日本人の精神を再認識して、諸外国
の方々と手を携え、平和で豊かな世界を築いていた
だきたいと願っています。
本年度は、オーストラリア ヘイスティングス ポート
マッコーリーとの、姉妹都市提携25周年の年で、4月
にコアラズオーケストラ一行26名と、ベッセリング市
長ら公式訪問団5名を迎え、8月には半田市から市民
訪問団をポートマッコーリーへ派遣する予定です。7・
8月にはブータン王国から中学生4名と教師、アメリカ 
ミッドランド市から高校生3名を迎えます。
私達の活動が半田市の国際化の一助となりますよ

う、本年度も皆様と共に精進して参ります。

平成27年度は、オーストラリア ヘイスティングス 
ポートマッコーリーとの姉妹都市提携25周年を記念
した相互訪問、アメリカ ミッドランド市からの高校生
の受け入れ、中国江蘇省歌舞団の記念公演等が予定
されており、半田市の国際交流事業がとても盛大に
行われる年になります。
このような年にこそ、半田市の国際交流事業を通
して、さらなる国際化の飛躍の年にしてまいりたいと
思っております。
また、半田国際交流協会には、多くのボランティア
の皆様とともに、半田市の国際交流推進の一翼を担
っていただいております。深く感謝申し上げます。
協会をはじめ、市民一人ひとりが在住外国人のた
めに何ができるか今一度考え、誰もが安心して住み
よいまちづくりを皆様と一緒になって進めていけた
らと思っております。
最後に、半田国際交流協会のますますのご発展と
会員の皆様のご健勝を祈念いたします。

国際化の一助に
半田国際交流協会 会長

松 石  奉 之

改めて考えよう！
半田の国際交流！

半田市長
榊 原  純 夫

❶

3カ国の方から、日本との違いなどのお話を伺いました。
「もっと知りたい世界のライフスタイル」

パストゥホフ・ストラヒルさん（写真左端）　◎ブルガリア出身
名古屋大学 博士課程を終え、現在も所属
・ブルガリアといえば日本ではヨーグルトですが、実はバラが有名です。ブ
ルガリアではバラの香水を生産しています。世界に何千種類のバラがあ
りますが、香水が出来るのは2～3種類だけです。
・日本の政治家は間違いをして辞任しますが、ブルガリアの政治家は決し
て間違えません。なぜなら、何が起きてもほとんど人のせいです。

ウィトゥーン・シヤダ―さん（写真中央）　◎タイ出身
南山大学 人間学科
・民族衣装を着ることが少なくなったので、一部のデ
パートでは、民族衣装を着て買い物をすると2割引
になります。

・旅行に行ってお土産を買う習慣はありません。写真
を見せるくらいです。

ダワードルジ・ニャムバヤルさん（写真右端）　◎モンゴル出身
名古屋工業大学 博士課程
・日本の相撲はモンゴルでも大人気で、生中継で放送されま
す。

・日本では大学生が教室で後ろに座ったり授業中に居眠りし
ていることが不思議です。

総 会 記 念 講 演
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2014年度-49回実績-
◎受講生のべ人数……2200人
◎日本語ボランティアのべ人数…982人

日　時：毎週日曜日　10：00～12：00
場　所：半田市福祉文化会館内（雁宿ホール）
対　象：「さくら」・・・日本語の学習を希望する外国人
　　　　「うさぎ」・・・日本語の学習を希望する小中学生
※日本語ボランティアにより、
　レベル別に指導を行っています。

半田市に外国人は何人いるの？
44カ国から2,612人（昨年2,512人）

半田市の人口 118,635人

「半田市の統計表より」（2015年5月1日現在）

●イラン ・・・・・・・・・・・・（2）
●英国 ・・・・・・・・・・・・・・（2）
●オーストラリア ・・・（2）
●カンボジア ・・・・・・・（2）
●シリア ・・・・・・・・・・・・（2）
●チリ ・・・・・・・・・・・・・・（2）
●フィンランド ・・・・・（2）
●ミャンマー ・・・・・・・（2）
●アイルランド ・・・・・（1）
●エクアドル ・・・・・・・（1）
●エストニア ・・・・・・・（1）
●オーストリア ・・・・・（1）
●コロンビア ・・・・・・・（1）
●サモア ・・・・・・・・・・・（1）
●スウェーデン ・・・・（1）
●タンザニア ・・・・・・・（1）
●ドミニカ共和国 ・・（1）
●ナイジェリア ・・・・・（1）
●ニジェール ・・・・・・・（1）
●ニュージーランド （1）
●パラグアイ ・・・・・・・（1）
●ポーランド ・・・・・・・（1）

●ブラジル ・・・・（1084）
●中国 ・・・・・・・・・・・（469）
●韓国 ・・・・・・・・・・・（335）
●フィリピン ・・・・・（226）
●ペルー ・・・・・・・・（138）
●ベトナム ・・・・・・（128）
●ボリビア ・・・・・・・・（44）
●ネパール ・・・・・・・（21）
●朝鮮 ・・・・・・・・・・・・（20）
●インドネシア ・・・（18）
●米国 ・・・・・・・・・・・・（15）
●アルゼンチン ・・・（14）
●タイ ・・・・・・・・・・・・・（13）
●スリランカ ・・・・・・（12）
●台湾 ・・・・・・・・・・・・（12）
●トルコ ・・・・・・・・・・・・（9）
●パキスタン ・・・・・・・（9）
●インド ・・・・・・・・・・・・（3）
●カナダ ・・・・・・・・・・・・（3）
●ジャマイカ ・・・・・・・（3）
●ドイツ ・・・・・・・・・・・・（3）
●ロシア ・・・・・・・・・・・・（3）

「さくら」「うさぎ」
開催中!!

名誉会長　榊原　純夫（半田市長）
会　　長　松石　奉之
副 会 長　中村　宗雄
副 会 長　榊原　肇
専務理事　高木　利定

理　　事　名畑　満彦（知多地域日中友好協会）
　　　　　榊原　明美（半田ロータリークラブ）
　　　　　川澄　哲裕（半田南ロータリークラブ）
　　　　　下之薗　誠（半田ライオンズクラブ）
　　　　　水谷　吉孝（(公社)半田青年会議所）
　　　　　石川　暁　（半田商工会議所青年部）

平成27年度 役員紹介（敬省略）
理　　事　平岡　和廣（半田ジュニアブラスバンド）
　　　　　都築　数雄（半田市高等学校校長会）
　　　　　榊原　康二（半田市小中学校校長会）
　　　　　本美　信一（半田市文化協会）
　　　　　赤阪　等　（半田市体育協会）
　　　　　足立　岳人（ダウ・ケミカル日本㈱）
　　　　　榊原　正治（半田ブータン青少年交流協会）
　　　　　堀嵜　敬雄（半田市役所）
　　　　　竹内　進　（半田市役所）

監　　事　藤本　哲史（半田市副市長）
　　　　　間瀬　政勝（半田商工会議所）

法人・団体会員（順不同）

会
員
募
集 名鉄河和線

知多半田駅

ピアゴ
半田店雁宿町一丁目

知多半田駅

半田市福祉文化会館
（雁宿ホール）

至雁宿公園

半田国際交流協会は
半田市福祉文化会館の
1階にあります！

N

年会費　個人会員 2,000円
　　　　団体会員 10,000円
　　　　法人会員（1口 5,000円）
　　　　・従業員数　 1名～29名 1口以上
　　　　・従業員数　30名～49名 2口以上
　　　　・従業員数　50名～ 4口以上
申込先：半田国際交流協会（雁宿ホール内1階）
ＴＥＬ：0569-26-1929　ＦＡＸ：0569-26-1992
Ｅ-ｍａｉｌ：hia@poplar.ocn.ne.jp
Ｈ　Ｐ：http://www.handakokusai.aichi.jp

【法人会員】（25社）
愛知海運㈱半田カンパニー
あいち知多農業協同組合
阿久比運輸㈱
㈲一粒社
尾張製粉㈱
JTB中部団体旅行半田支店
㈱システムサポート
㈾松華堂菓子舖
ダウ・ケミカル日本㈱
知多信用金庫
中部電力㈱半田営業所
ツカサ工業㈱

土平鋳工㈱
中埜総合印刷㈱
日本ガイシ㈱知多事業所
半田港運㈱
半田信用金庫
ビジネスホテル アズイン 半田インター
NPOヒューマンコミュニティ
文化堂写真館
㈱マツイシ楽器店
㈱Mizkan Partners
㈱三菱東京UFJ銀行半田支店
山田紡績㈱
武豊屋㈱

【団体会員】（21団体）
半田商工会議所
半田ロータリークラブ
半田南ロータリークラブ
半田ライオンズクラブ
（公社）半田青年会議所
半田市商店街連合会
半田市小中学校校長会
半田市ＰＴＡ連絡協議会
半田市文化協会
半田市体育協会
（一社）半田市医師会
知多地域日本中国友好協会

半田歯科医師会
知多薬剤師会
愛知県立半田高等学校
愛知県立半田東高等学校
半田遊技業組合
半田ジュニアブラスバンド
日本福祉大学付属高等学校
半田ブータン青少年交流協会
国際ソロプチミスト半田

【個人会員】
314名（2015年5月1日現在）

いつからでも
受講できます

ボランティア
募集中！！

日 本 語 教 室

4月25日に発生した
ネパール大地震の
災害義援金箱設置

《設置場所》
半田国際交流協会事務局

今も家を失った方々が
テント生活を強いられています。
義援金にご協力ください。
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今後の主な行事予定

会報
「こんにちわーるど」
年4回発行
イベントの案内や活動報告などを
皆さんにお知らせします。

会報
「こんにちわーるど」
年4回発行
イベントの案内や活動報告などを
皆さんにお知らせします。

お 花 見 交 流 会

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

市民
イベント

市民
イベント

日本語
教室

日本語
教室

新美南吉英訳絵本・
英語朗読コンテスト
2016年2月7日（日）
半田市在住の小中学生を対象に、英語朗読コ
ンテストを開催します。

インターナショナル
ポトラックパーティ
2015年3月6日（日）
参加者がお料理を持ち寄って楽しむパーティ
です。各国の料理を食べながら、楽しく交流し
ましょう！

野外学習
10月18日（日）
日本語教室の先生と生徒で、日本文化にふれる
バス旅行に行きます。

外国人かきぞめ大会
2016年1月予定
日本語教室の生徒が、かきぞめに挑戦します。

こんにちわーるど
フェスティバル
11月29日（日）
世界を身近に感じるふれあいフェスティバルで
す。いろいろな国のブースやパフォーマンスが
あります。お気軽に遊びに来てください！

七夕交流会
7月26日（日）11：00～13：00
七夕の文化を学びながら、笹飾りや縁日体験な
ど、夏祭りの催しを楽しみます。

新美南吉英訳絵本・
英語朗読コンテスト
2月7日（日）
半田市在住の小中学生を対象に、英語朗読コ
ンテストを開催します。

インターナショナル
ポトラックパーティ
3月6日（日）
参加者がお料理を持ち寄って楽しむパーティ
です。各国の料理を食べながら、楽しく交流し
ましょう！

野外学習
10月18日（日）
日本語教室の先生と生徒で、日本文化にふれる
バス旅行に行きます。

7月10日～20日
半田ロータリークラブと半田ブータン青少年交流
協会の共催により、ブータン王国から中学生4名
と教師を半田市へ迎え入れる事業に協力します。

8月17日～8月23日
姉妹都市オーストラリア ヘイスティングス ポー
トマッコーリーを訪れる市民訪問団ツアーを予
定しています。

7月22日～8月10日
姉妹都市アメリカ ミッ
ドランド市より、高校生
3名を受け入れます。

外国人書初め大会
2015年1月11日（日）
日本語教室の生徒が、書初めに挑戦します。

外国人かきぞめ大会
1月予定
日本語教室の生徒が、かきぞめに挑戦します。

市民
イベント

こんにちわーるど
フェスティバル
11月29日（日）
世界を身近に感じるふれあいフェスティバルで
す。いろいろな国のブースやパフォーマンスが
あります。お気軽に遊びに来てください！

どなたでも

参加できま
す！

どなたでも

参加できま
す！

どなたでも

参加できま
す！

市民
イベント

七夕交流会
7月26日（日）
七夕の文化を学びながら、笹飾りや縁日体験な
ど、夏祭りの催しを楽しみます。

広報紙
作成

4月5日、日本語教室の学習生とボランティアの先生で、雁宿
公園にお花見に行く予定でしたが、あいにくの雨で急遽中止と
なりました。部屋でおにぎりを食
べた後、自己紹介や連想ゲー
ム、椅子取りゲームなどをしな
がら、参加者35名で楽しみまし
た。最後は、日本の春の歌をいろ
いろと歌いました。

※事業の開催日は変更する場合があります。

20152015

20162016
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4/10～4/17

多くの子供たちと
ふれあいました！

半田での一週間

■新美南吉記念館・
　半田市立博物館見学
■市長表敬訪問・
　25周年記念式典
■ホストファミリー対面式

皿回しに挑戦！

■ちんとろ祭り見学

■ホストファミリーと過ごす2日間

■酒の文化館見学　■ラグーナ蒲郡観光

■半田中学校訪問■宮池小学校訪問

■常滑散歩道に
　寄ってから
　セントレアへ

4月17日 出発

4月10日 到着

4月12・13日

4月16日

4月15日 4月14日

4月11日

お好み焼きを自分たちで焼きました。削る
前の鰹節はクギが打てるぐらい堅いんだ
よ、という話をしながら。お好み焼きはとて
も気にいったみたい。

私（ホストマザー）がゆっ
くりできるようにと、子ど
もたちを公園に連れてい
ってくれました。娘は花
冠を作ってもらいました。

いろいろな楽器を使った生の演奏を聴
いて音楽の楽しさがわかりました。ま
た学級交流会では、こまやけん玉で遊
んだり、フルーツバスケットをしたりし
て楽しい時間を過ごしました。

（5年3組　鈴木 のどか）

コアラズオーケストラの皆さんと吹奏楽部で合同演奏をし
ました。音楽を通じて、国境を越えた繋がりを持てました。

（吹奏楽部部長　間瀬 泉美）

雁宿ホール講堂にて開催。
160名が参加しました。

名古屋城やトヨタ産業技術記念館、
ノリタケの森を見学

ブリオにてBBQをしながら、別れを惜しみつつ、楽しい最後の夜を過ごしま
した。

■第9回 フレンドシップコンサート

半田ジュニアブラスバンドとの演奏会が雁宿ホールにて開
催され、子供たちを中心とした音楽交流が行われました。

■ウェルカムパーティ

■名古屋観光

■フェアウェルパーティ

コアラズオーケストラ26名来半
オーストラリア ヘイスティングス ポートマッコーリー 姉妹都市提携25周年記念
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