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平成30年度 半田国際交流協会総会開催平成30年度 半田国際交流協会総会開催平成30年度 半田国際交流協会総会開催
4月24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。

5年前に2,526人であった半田市在住の外国人数
は、今年3,698人と1,100人を超える大幅な増加とな
っており、過去最高となりました。日本の労働力人口
の減少にともない、今後も在住外国人の人口が増加
していくことが予測されております。
今後も増え続ける在住外国人の方々を、どのよう

に地域に迎え入れ共生していくのかを、決めていか
なければなりません。また、このような現状に対し、ボ
ランティアをベースとした協会活動にも、限界が見え
始めております。
外国人を雇用する企業には、雇用する外国人の
方々が単なる「労働者」としてではなく、「生活者」と
して、地域の皆さんと共生できるように、更なるご理
解とご協力をいただければと思います。また、市民の
皆さんにも、「半田市の国際化は行政が考えること」
ではなく、一人ひとりが身近な問題として一緒に考え
ていただければ幸いです。
最後となりましたが、半田国際交流協会は、今年も
より一層半田市の国際化や多文化共生に関する活動
に努めて参ります。今後とも、当協会の活動に更なる
ご支援とご協力をお願い申し上げます。

市内を歩いていると、以前に比べ外国の方をお見
かけする機会が格段に増えていると感じます。国際化
が進んでいく世の中で、半田市も例外ではなく、外国
人の数は毎年増え続けており、現在、在住外国人の人
口は過去最高を記録しています。
在住外国人の皆さんが慣れない土地で安心して生
活を送るために、日本語学習や生活相談の支援が求
められています。
半田国際交流協会におかれましては、日頃、日本語
教室をはじめとした多数のイベントや交流の機会を
設けていただいています。多文化共生社会の形成に
向けて協会が積極的に取り組まれていることに、あら
ためて敬意と感謝を表すとともに、私共も協会の活
動と連携し、市民の皆さんの国際理解を深めてまい
りたいと考えています。半田市では、今年度アメリカ
ミッドランド市への交換生徒派遣や中国徐州市との
児童書画作品展等の事業を、予定しております。
誰もが安心して住みやすい共生社会の実現に向
け、市や協会のみならず、企業の皆さん、地域の皆さ
んも一緒になって努力してまいりましょう。ご理解と
ご協力をお願いいたします。

地域の皆さんとともに

半田国際交流協会 会長
松 石  奉 之

共生社会の
　　実現に向けて

半田市長
榊 原  純 夫

❶

平成30年度
役 員 紹 介（敬省略）

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
　榊原　明美（半田ロータリークラブ）
　松林　信吾（半田南ロータリークラブ）
　田中　純一（半田ライオンズクラブ）
　森　　久人（(公社)半田青年会議所）
　石川　暁　（半田商工会議所青年部）
　平岡　和廣（半田ジュニアブラスバンド）
　松田　昌浩（半田市高等学校校長会）
　山崎　文宏（半田市小中学校校長会）

　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）
　竹部　益世（半田市役所）
　三浦　照幸（半田市役所）

監事
　堀嵜　敬雄（半田市副市長）
　京才　泰直（半田商工会議所）
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横川小学校では
　半田市で日本語教育が必要な児童生徒数は197人（小学校136
人・中学校61人）で、全体に占める割合は2.0％だが、横川小学校は
その数が8.7％と一番多い。
　横川小学校が事務局となり、半田市外国人児童生徒教育連絡会
を2カ月に1回程度開催している。その他、自治区との連絡会を行っ
たり、在名古屋ブラジル総領事館と交流協定を締結したり、支援体
制の充実を目指している。

自治区の現状

学校の現状
2013年 → 2018年

ブラジル 1,110人 → 1,692人
ベトナム 46人 → 427人
インドネシア 11人 → 73人
フィリピン 206人 → 266人
中国 472人 → 513人
ペルー 111人 → 150人
ボリビア 42人 → 62人
韓国 351人 → 294人

石川さん（前列中央）

有限会社イシケン 代表取締役　石川　健二

（各年4月1日現在）
2008年 2013年 2017年 2018年

世帯数 （市全体）
外国人

（46,464）
1,743

（47,822）
1,311

（49,841）
1,744

（50,668）
2,059

人　数 （市全体）
外国人

（120,038人）
3,318人

（119,409人）
2,526人

（118,960人）
3,202人

（119,428人）
3,698人

◇国籍別人口の推移（主な国）

2013年 → 2018年
 205人 → 483人

◇技能実習生の推移

2017→2018で496人増。市全体の468人増を上回っています。

過去最高値（2008年の3,318人）を更新！

　日本の企業や個人事業主等と雇用関
係を結び、技術・技能を身につけるため
に日本で就労している外国人。

技能実習生を受け入れて

乙川7区では
　255世帯のうちの約100世帯が外国人（約4割）。5年以上の入居
者が多い。言葉の問題で、日本人と外国人入居者の意思疎通が困
難な場面もある。

　私の会社は建物の塗装の仕事をしています。現在、従業員の三分の
一が中国人実習生です。知立市にある仲介業者を通じて、妻帯者を条
件に20代後半から30代の若者5名を受け入れています。私が中国人
実習生を受け入れることを考えたのは、「異国で積極的に働き、成長
していく若い人の姿をうちの社員に感じてもらいたい」と願ったから
です。決して人手不足を解消するためではありません。
　彼らはお金を貯めるため、3年の実習期間中一度も帰国することなく、会社近くのアパートで自炊しながら住
み、懸命に仕事をしています。入れ替わりに入社してくる新人の実習生たちには、先輩の実習生が仕事や日本語
を教えてくれています。また、雨の日は仕事ができないので日本語の勉強日となっていますが、その日も日当は
つけています。
　私は実習生たちが日本に対して好感を持って帰国して欲しいと切に願っており、彼らとの心の交流のため、2
か月に1度は食事会を行っています。1本80円の焼き鳥などを本当に「おいしい、おいしい」と食べてくれます。
また、中国では高くてなかなか行けないというボウリング場で、楽しく遊ぶこともあります。
　彼らと一緒に働くことによって、日本人スタッフも技術の腕を磨こうと努力しており、いい刺激を受けています。

信頼関係ができると、向こうか
らあいさつをしてくれたり、大
掃除を手伝ったりしてくれる。

日本語が全く話せない子がい
る。1年で簡単な会話はできる
ようになっても、日本語の理解
まではなかなか難しい。

外国人同士のコミュニティの
形成もなかなか難しい。

外国人にとっては、ゆっくり話
してくれる人が「やさしい人」。

母国語も日本語も不自由な状
況に陥る子がいる。

保護者向けの資料は翻訳が必
要。

技能実習生とは

在住の 外 国 人半 田 市
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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】（29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㈱
㈲イシケン
㈲一粒社
尾張製粉㈱
㈱システムサポート
㈾松華堂菓子舖
ダウ・ケミカル日本㈱
武豊屋㈱
知多信用金庫
中部電力㈱半田営業所
ツカサ工業㈱

土平鋳工㈱
㈱デザインセンター オワリヤ
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
丸佐織物㈱
㈱Mizkan Partners
㈱三菱UFJ銀行半田支店
山田紡績㈱

東洋織布㈱
㈲半田精糧

【団体会員】（19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】
255名（2018年5月1日現在）

半田市在住の外国人は
どこの国から？

3,698人（昨年3,202人）
半田市の人口　119,428人

「半田市の統計表より」（2018年4月1日現在）

●ブラジル （1,692）
●中国 （513）
●ベトナム （427）
●韓国 （294）
●フィリピン （266）
●ペルー （150）
●インドネシア （73）
●ボリビア （62）
●ネパール （31）
●朝鮮 （19）
●米国 （18）

●台湾 （17）
●スリランカ （16）
●タイ （15）
●パキスタン （15）
●アルゼンチン （14）
●トルコ （11）
●ミャンマー （8）
●英国 （5）
●カンボジア （5）
●インド （4）
●ロシア （4）

●オーストラリア （3）
●コロンビア （3）
●ナイジェリア （3）
●イラン （2）
●エクアドル （2）
●カナダ （2）
●シリア （2）
●チリ （2）
●パラグアイ （2）
●アイルランド （1）
●エストニア （1）

●サモア （1）
●スウェーデン （1）
●セネガル （1）
●タンザニア （1）
●ドイツ （1）
●ニジェール （1）
●ニュージーランド （1）
●ハンガリー （1）
●ポーランド （1）
●経過滞在等 （7）

半田市外国人の人口

国際理解・交流推進委員長　鈴木　雅貴

ベトナム視察についてベトナム視察について

　今年の4月中旬にベトナムへ行ってきました。今、日本の企業では人材不足が
話題となり、半田市においても技能実習生として滞在している人の数は、過去5
年間で2倍以上の約500人になっています。ベトナムでは、現地の若者が日本に
来るために、日本語や文化を学ぶ「送り出し機関」（学校のようなもの）の視察を
してきました。そこでは、ただ単にお金を稼ぐためだけに日本に行くということ
ではなく、どのような分野のどの技術を習得するのか、そして、その技術を母国
に持ち帰り、いかに自分の仕事に役立てて
いくのか、という明確な目的を持たせる教
育が行われています。また、普通の学校の
ように、礼儀や体育などの授業まで、1クラ
ス約40人で行われています。
　ベトナムでは、日本に良いイメージがあ
って、同じアジアでも、日本で働きたいとい
う思いが強いようです。「送り出し機関」で
は皆、きちんと自己紹介ができ、将来の目
標をしっかりと発言していました。私も
日々勉強し、目的意識を持って仕事に取り
組んでいきたいと改めて思いました。
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「さくら」「うさぎ」
開催中!!

いつからでも
受講できます

日本語指導
ボランティア
募集中！！

日 本 語 教 室
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
※ボランティアの先生が、レベル別に
　指導を行ってます。

参 加 費

無 料 !!

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。

広報紙作成

20182018

20192019

日本語
教室

日本語
教室

日本語
教室

野外学習
11月25日（日）
日本語教室の先生と生徒で、日本文化にふれるバス
研修に行きます。

外国人かきぞめ大会
2019年1月6日（日）
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
10月21日（日）　
会場：半田赤レンガ建物
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！

インターナショナル
ポトラックパーティ
2019年3月3日（日）
会場：半田市福祉文化会館
　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！

インターナショナル
ポトラックパーティ
2019年3月3日（日）
会場：半田市福祉文化会館
　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
11月25日（日）
　日本語教室の先生と生徒で、日本文化にふれるバ
ス研修に行きます。

※イベントの開催日は変更する場合があります。

7月23日（月）～
8月13日（月）
　半田市より高
校生3人をミッド
ランド市に派遣。

外国人かきぞめ大会
2019年1月6日（日）
　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
10月21日（日）　
会場：半田赤レンガ建物
　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！
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（筆者 最前列 一番右）

いつも笑顔で
ボランティア

板倉 光男

　半田国際交流協会
の日本語教室に通っ
て1年が経ちました。
以前から海外のボラ
ンティアに興味があ
りましたが、参加はできませんでした。しかし、地元で
お手伝い出来る日本語教室のボランティアを知り、参
加することにしました。私のクラスの学習生は、あい
さつやひらがな・カタカナを学んでいます。言葉が通
じなくて難しい時もありますが、ジェスチャーや笑顔
を交えた、世代を超えた世界の方たちとの交流は、と
ても楽しく平和です。そして日本や半田のことも好き
になってほしいとも思っています。いつでも気楽に見
学に来てください。皆さんの笑顔をお待ちしています。
（笑顔は“え～かお”（＾－＾））

8月17日（金）～
8月24日（金）
　青少年ホームス
テイ参加者と一般
訪問団が、ブータ
ン王国を訪問。（半田ブータン青少年交流協会主催）

昨年度実績（45回）
◎受講生のべ人数
　大　人・・・・・・・・・・・・・2944人
　こども・・・・・・・・・・・・・・103人
◎日本語ボランティア
　のべ人数・・・・・・・・・・・・881人

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月


