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廿日市市国際交流協会会報 

       

笑顔でつながるいろんな言葉 201８. 2 No. 275  

今年で１３回目 

日時：２０１８年３月４日（日） １０：００～１５：００ 

場所：廿日市市市民活動センター 

 ☆ステージ・食バザー・フリーマーケット・お楽しみ抽選会 ほかイベント盛りだくさん 

協会では、お手伝いしてくださるボランティア

を募集します。短時間でも構いません。当日

参加も大歓迎！一緒に「センターまつり」を盛

り上げましょう！ 

日 時：前日準備 ３月３日（土）１３：３０ ～ 

当   日 ３月４日（日）１０：００ ～ 

内 容：英語クイズ・バルーンのお手伝いなど 

※短い時間でも大丈夫です。お手伝いいただ

ける方は、協会事務局までご連絡を！ 

 

廿日市市国際交流協会ブースでは、廿日市市在住フィリピンの方がたくさんお手伝いに来ます。

バザーやゲーム、フィリピンの国の紹介を中心としたイベントを予定しています。子ども対象のコー

ナーもあります。ぜひ、お立ち寄りください！ 

昨年のセンターまつりの様子。たくさんの子どもたちが遊びに来てくれました 

世界には国の数だけ、国旗もたくさんあります。いろんな国

の国旗と場所を当てるクイズを用意しています。どこの国の

国旗かわかるかな？分かった子には風船をプレゼント！お楽

しみに！（小学生以下対象） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１１月２６日（日）に、英国出身の Simon Capper さんを講師にお迎えして、パブ文化とその背景にある歴史のお話を

聴きました。講座の間は終始、日本語禁止で英語のみという、語学講座を兼ねた初の試みの国際理解講座でした。 

国際理解講座 

まずは講座の前に、サイモン先生お手製の

イギリス英語クイズでアイスブレイク。イギリス

ならではの単語、アメリカ英語との発音の違

いなどを中心に楽しく学びました。  

講座のあとは、イギリスの紅

茶でリラックスしながら、フリー

トークタイム。話題は先ほどお

聴きしたパブを中心に、和やか

におしゃべりを楽しみました。 

これからも国際交流協会で

は、英語をアウトプットできる機

会を増やしていきたいと思って

います。 

だんだんと英語脳になってきたところで、「イギリスの

パブ文化と歴史」のお話を聴きました。ゆっくりときれい

な発音の英語で話してくれる先生のお話はとても興味

深いものでした。お金を出し合って割り勘をする日本式

とは違う、イギリス式割り勘「ラウンド」の仕方や、カウン

ターでのスマートな注文の仕方など、実用的なことまで

学ぶことができました。これでいつでもイギリスへ行っ

て、パブで注文できますね！？ 

Did you enjoy talking in British English ?  

We will open the same event again someday. See you soon ! 

残念ながらビールは出

ませんが（笑）イギリスの

紅茶でブレイクタイム 

ビールの種類も豊富にあるイギリス。冷たいビールを一気

に飲む日本とは違い、室温のビールをちびちびやるのが英

国式。It’s interesting, isn’t it ？ 

緊張しながらも英語でおしゃべり。英語は使っ

てこそ、活きる言葉。恥ずかしがってはもった

いない！Don’t be shy！Let’s try to talk！ 

ネイティブの先生ならでは

のパブの知識、歴史がきけて

楽しかった。パブに行ったこ

とはあったのですが、全然視

点が違っていて、次回（パブ

に）行った時は、今日の講義

を思い出してみたい。 

（参加者コメント） 

ゆっくりしゃべって頂き、

ついていけました。パブ文

化について、とても親しく

感じることができました。

次はしゃべるように頑張

りたいです。 

（参加者コメント） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年の瀬がやってきて、２０１７年も年末恒例の会員交流会を開催しました。会員同士の交流を深めることはもちろん、協会

を知っていただく目的を込め、「ウィンターパーティー」として会員以外の方々も参加しています。今回は、フィリピン人ファミ

リーや日本語教室で勉強している外国人の方々が多く参加され、国際色豊かでにぎやかなパーティーとなりました。 

 ２０１７年を楽しいパーティーで締めることができました。国際交流協会は会員のみなさまとの絆で成り立っている

協会です。みなさまとの出会いのご縁を大切にしながら、地域に根付いた活動で交流の輪を広げていけたらと願って

います。 

オープニングアトラクションで、今回

も「フィリピーノダンスチーム」が華や

かなダンスで会場を盛り上げてくれ

ました。 

国旗当てクイズで子ど

もたちが大張りきり！ 

トリビア満載の内容で

盛り上がりました。 

鈴の音と共にプレゼントを担いだサンタさん

が登場！と、思いきや・・・あなたはだあれ？ 

なんと大黒さまが、サンタの代わりにプレゼン

トを持ってきてくれました！ 

クリスマスケーキ登場。中村会長

にケーキカットをお願いしました。 

子どもたちも嬉しそう！ 



【お知らせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 内   容 時 間 場 所 対象・定員 参加費 企 画 
子供 大人 

22日 

（木） 

会報「BLOSSOM はつかいち」発送作業 
 会報の発送作業をします。協会の活動内容を聞いてみた

い方にもお勧めです。 

10：00 

～ 

12：00 

市民活動 

センター 
 ○ 無料 

広報ボラ

ンティア 

24日 

（土） 

「楽しく学ぶ英会話」 
 簡単な英語（中学校レベル）を使って「英会話のトレーニン
グ」をします。英語は苦手、でも話せるようになりたい方のた
めに企画しました。初めての方、大歓迎。 
特に、中学や高校の生徒達の参加を待っています。“Let’s 
speak English! Why don’t you come?”（2/20 締切） 

10：00

～ 

12：00 

中央市民

センター 

○ 
中学生 

高校生 

○ 100 円 

土曜通訳

ガイド 

ボラン 

ティア 

25日 

（日） 

「日本語サポーターこうかん会」（こうかん：交換・交感・交

歓・好感） 

 日本語の支援（サポート）に関わっている方、またはこれ

から関わってみたいと思う方、お互いに気付きを共有しなが

ら楽しく情報を分かち合いましょう。 

10：00 

～ 

11：45 

市民活動 

センター 
 ○ 

会 員 

無料 
 
会員外 

100 円 

日本語 

学習支援 

ボラン 

ティア 

編集後記  成人の日に友人の琴演奏を聴きに行きました。その中には留学生も一緒に演奏しており、一生懸命な姿

が印象に残っています。友人によると楽譜も外国の人にも読みやすいように変えているのだそう。今年の新年は日本

文化に触れての良いスタートとなりました。 （N.K） 

※ 準備がありますので、必ず事前に協会事務局まで申し込みをお願いします。 

イベント情報 ２０１８年２月 

 

先着３０名 

カカオ豆の買取り体験ゲームを通じて、チョコレート産業と

私たちの生活とのつながりを知り、フェアトレードについて

一緒に楽しく考える講座です。ゲームの後には、広島

JICA 国際協力推進員、橋本優香さんによるチョコレート

のお話を聞いて、チョコレートを試食していただきます。親

子参加大歓迎！お待ちしています！ 

廿日市市国際交流協会では、文化交流として、外国人

に和服の良さを伝えるイベントも行っています。 

タンスの中に眠ったままの浴衣はありませんか？帯だけ

でもかまいません。いただいた浴衣は大切に保管し、和文

化伝承イベント等で使用させていただきます。みなさまの

浴衣が、外国人に和文化を伝える橋渡しになります。ご協

力を宜しくお願い致します。 

※ 男性の浴衣も大歓迎！ 

※ 子どもの浴衣はご遠慮ください 

※ 直接持ち込みが難しい方は、ご連絡をいただければこ

ちらから取りに伺います（お住まいの場所により相談） 

日 時：２０１８年２月１０日（土） 

１０時～１１時３０分 （受付９時４０分） 

場 所：廿日市市市民活動センター２F 第 1 研修室 

講 師：橋本優香さん（広島 JICA 国際協力推進員） 

定 員：３０名（先着順） 

参加費：会員１００円 会員外３００円  

申込み：国際交流協会事務局へ電話または直接 

編集：発行  廿日市市国際交流協会 Hatsukaichi International Association 

〒738-0014 廿日市市住吉ニ丁目２番１６号 廿日市市市民活動センター内 

TEL (0829)20-0116（火曜～金曜 9 時～17 時） FAX (0829)30-3113   

ホームページ： http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/site/hia/  

e-mail： hia21@mx4.tiki.ne.jp  Face book： https://www.facebook.com/ 
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