
今年度は、ロシアのウクライナ侵攻や、韓国の雑踏事故といっ

た国際社会に衝撃を与えた出来事が起きました。また、カタール

でのサッカーワールドカップ開催など、世界中が熱狂したニュー

スもありました。

当市では、東京2020オリンピック・パラリンピック終了後もホスト

タウン相手国のスリランカとの縁を繋ぐため、各市内小学校にて、

同国を題材とした国際理解を深める授業を実施しました。授業を

受けた児童からは、「スリランカに行ってみたい！」という声が多く

あがるなど、国の特色や市との関係性を学んだことで、同国への

関心の高まりや理解を深めた様子がうかがえました。

当協会の行事は、新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底し

たうえで、各種事業を数年ぶりに開催することができました。「国

際交流のつどい」や「幼児向け英語遊び」においては、多くの方

にご参加いただき、コロナ禍の中でも活気あるイベントとなりました。

来年度も感染状況を踏まえたうえで、行事を再開していく予定です。

令和４年度を振り返って

授業の様子

令和4年度に行われた各種イベント
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幼児向け英語遊びでもお世話になっている安藤アンナリン先生を講師に迎え、小学校3年生まで

のお子さんを対象とした「クリスマスイベント」を福寿地域交流センターで開催しました。

最初にクリスマスモチーフのカードを見せてクリスマスの雰囲気を感じ、先生のかけ声に合わせてク

リスマスツリーのジェスチャーゲームを楽しみました。さらに、親子で協力してやじろべえの棒の左右

にクリスマスオーナメントを飾るバランスゲームや、参加者で2チームに分かれて行うサンタ衣装のリ

レー競争など、頭や体を使うクリスマスにちなんだイベントを実施しました。

最後には、参加者全員で空のカップを積み上げ、頂上に飾りを付けてクリスマスツリーを作りまし

た。子どもだけでなく保護者同士の交流の場ともなり、貴重な時間を過ごすことができました。

ジェスチャーゲームの様子

クリスマスイベント 12月23日

前期に引き続き、フィリピン出身の安藤アンナリン先生を講師に迎え、0歳から3歳までの乳幼児と

保護者を対象とした「幼児向け英語遊び」を資源物ストックヤードで開催しました。

「How’s the weather?」と歌に合わせて天気のジェ

スチャーをしたり、英語版の大型絵本「はらぺこあお

むし」の読み聞かせを通して、先生と一緒に単語や

短い言葉の練習をしました。

子どもたちはお互いに刺激を受けたり、保護者と

協力して体を動かしながら楽しく英語を学びました。

来年度も毎月第3木曜日（月によっては変更あり）

に開催予定です。大変人気の事業となりますので、

早めのご連絡をお待ちしています。

幼児向け英語遊び １０月～３月 月１回

歌に合わせて体を動かします

協力して作ったクリスマスツリー



当市と包括連携協定を結んでいる愛知文教大学の留学生を対象に、市内企業との相互理解を

促進する「ワンデー企業体験」、実際に日本文化に触れる「日本文化体験講座」を開催し、異文化

理解を深めました。

ワンデー企業体験・日本文化体験講座 ２月１日
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◆福寿工業 株式会社

新たな発想 新たな挑戦

日本の企業の特色や働く姿を見学するため、福寿工業

株式会社を訪問しました。同社は自社製設備による生産体

制を整え、最先端の加工技術を用いて自動車用部品の製

造を行っている企業です。

始めに、同社の企業概要について、留学生と同じ出身国

の方から説明していただきました。海外に拠点を持っている

ため外国人が活躍していることなど、外国にも関連した話を

聞いたことで、日本で働くことに興味を示す姿がありました。

次に、製造について、現場で働いている方から説明し

ていただきました。専門性の高い機器を操作している姿

や実際に部品が造られていく過程を見学し、留学生は

「工場の生産ラインを直接見ることができて感動した。」

など感銘を受けていました。

現場に直接出向くことで、日本での働き方を知る貴重

な経験となりました。

◆れんこんカツ丼

羽島名物 「れんこん料理」

「れんこん」が当市の特産品であることをご存じですか？

当市とれんこんの歴史は古く、江戸時代末期から栽培が

始まったといわれ、現在は、県内生産量の約6割を占めて

います。肉厚でシャキシャキした食感が当市のれんこんの

特徴となっています。

今回は、羽島市観光協会による「はしまブランド品」に認

定されているれんこん料理「れんこんカツ丼」をいただきました。

初めて「れんこんカツ丼」を口にした留学生からは、「美味しい！！」という声もあり、好評でした。

地域の食文化を体験し、「地域に根付いた文化を知りたい。」と感じる留学生が多く、地域の魅力を

伝える機会となりました。

説明を受けている留学生

「正扇」にて記念撮影
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◆淺野鍛冶屋◆淺野鍛冶屋

市内唯一の刀鍛冶・世界最古で最高峰の技術

伝統的な日本文化を体験するため、はしマイスターに認

定されている淺野鍛冶屋の淺野 太郎さんに講師を依頼

し、昔ながらの作刀法を継承した鍛冶体験を行いました。

淺野さんは、鍛冶屋を「憧れの仕事」にしたいという考え

のもと、刀を造る工程の美しさを「エンターテインメント」と

捉え、積極的に情報発信を行うことで、伝統文化の保存・

継承に取り組んでいます。

「刀鍛冶とは」から説明が始まり、刃物の特性などの話を聞き、実際に鉄を打たせていただきまし

た。淺野さん自らが鍛冶を披露した際には、留学生の多

くから「武士だ！！」という言葉が

聞こえてきました。

「実際に体験することができ、楽

しかった。」という声が多く、笑顔

の多い活動となりました。

◆文化財見学

竹鼻まつり山車会館

歴史的に由緒ある当市の竹鼻まつりで曳かれる実物

の山車が展示してあり、郷土の伝統や文化を感じること

ができます。金や銀、色糸などで装飾が施された豪華な

幕類や、町内の曳行には欠かせない「かじ棒」を見学し、

「羽島市の華やかな文化を知り、興味が湧いた。」という

声がありました。

永田佐吉ゆかりの佐吉大仏

「美濃聖人」と称えられた永田佐吉翁によって宝暦九

年（１７５９年）に建立された、高さ約５ｍの青銅製の釈迦

如来坐像です。諸国巡礼の旅先で大病にかかった佐吉

翁が、神仏に祈り全快したことを感謝して建立したとされ

ています。佐吉大仏の裏には人が入れるほどの空洞が

あり、留学生は中に入らせていただき、驚きながらも楽し

んでいました。

鍛冶体験の様子



①

②
③

④
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国際交流サロン ２月２１日

岐阜県国際交流センター 国際交流員のモーガン アリアさんを講師に迎え、「イギリスについて学

ぼう！」と題し、3年ぶりとなる「国際交流サロン」を羽島市役所 市民活用スペースで開催しました。

アリアさんはイギリスの産業革命で有名な町「バーミンガ

ム」のご出身で、現在は講師や通訳、相談窓口などでご

活躍されています。

講演会では、イギリスの基本知識から始まり、地域や文

化の特色について紹介していただきました。イギリスの料

理や紅茶の風習、衣装、王室など、日本との違いを具体

的に話していただき、講演後の質問コーナーでは様々な

質問にお答えいただきました。参加者からは「図や写真な

ど資料が多く、多様な方面からの情報があったので分かりやすかった。」と好評な様子でした。

来年度も他国について学べる機会を設け、異文化理解を深めていきます。

講演会の様子

基本情報① イギリスの地域

イギリスは4つの国（地域）から成り立っており、
それぞれの国・地域に特有の土地や文化の特
色があります。

①スコットランド

首都：エジンバラ

②イングランド

首都：ロンドン

（イギリスの首都）

③ウエールズ

首都：カーディフ

④北アイルランド

首都：ベルファスト

※アイルランドは別の国

イギリス 日本

面積 24.3万㎢ 37.8万㎢

人口 6,733万人 12,550万人

人口密度 277人/㎢ 332人/㎢

首都人口 896万人 1,401万人

●スリランカとイギリス ●

当市のホストタウン相手国のスリランカは、1796年からセイロンと称してイギリスの植民地となり、主

に紅茶の栽培を行っていました。1972年にイギリスから完全独立を果たし、国名もセイロンからスリラ

ンカへと改称しました。現在でも、スリランカで採れる茶で作った紅茶はセイロンティーと呼ばれ、親

しまれています。

基本情報② イギリスと日本の比較

※2021年度時点



【中止】

①外国人向け防災セミナー（9月）

②紅茶セミナー （2月）

③国際料理教室（未定）

協会事業の実施状況

後期に実施を予定していました右記の事業

につきましては、新型コロナウイルスの感染防

止を図るため、中止にさせていただきました。

来年度についても、感染者数等の動向、会

員の皆様の健康を第一に考えたうえで、慎重

なイベント開催に努めてまいりたいと思います

ので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
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Topics

◆「書き損じはがき」で国際協力

当協会では、（公社）日本ユネスコ協会連盟の

「世界寺子屋運動」に協力し、「書き損じはがき」を

回収しています。「書き損じはがき」とは、書き間違

いや古いなどの理由で投函されていない未使用の

はがきのことです。

令和4年度は、はがき3,414枚を切手に交換し、

175,199円分を（公社）日本ユネスコ協会連盟に寄

付しました。ご協力ありがとうございました。

「書き損じはがき」がご家庭に眠っている場合は、市役所1階総合案内と図書館において引き続き回

収していますので、ご協力をよろしくお願いします。

◆「日本語学習の教室」を開いています。

日本語がわからなくて困っている外国人の方へぜひお声掛けください。

日本語ひろば羽島市

日時：毎月第2・4日曜日 10時00分から11時30分まで

場所：①対面式

羽島市福祉ふれあい会館2階（羽島市福寿町浅平3丁目25）

・参加希望の場合は、活動日に直接、上記の活動場所にお越しください。

事前の予約は不要です。見学は当日申し出てください。

②オンライン形式

「ＬＩＮＥ」で連絡し、「ＺＯＯＭ」を使用して開催

・参加希望の場合は、事前に「ＬＩＮＥ」の「日本語ひろば羽島市」にご登録ください。

登録用のＱＲコードをお渡ししますので、羽島市国際交流協会事務局（058-392-1111・

内線2312）へお問い合わせください。



◆最新の羽島市国籍別人員（令和５年２月末時点）
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令和５年度 協会会員募集

◆新年度会員募集

会員期間：入会日～令和6年3月31日

当協会では、世界各国の人々、教育、文化、産業などのあらゆる分野での交流を通して、友好の絆を

深め、国際交流の輪を広げるために、令和5年度会員を募集します。

多くの個人、法人、団体の皆さんのご支援が、協会の活動を広げていきます。会員の皆さまの継続的

なご支援をよろしくお願いいたします。

また、お知り合いで国際交流に興味のある方がおみえでしたら是非ご紹介ください。

◆主な事業

①国際理解講座の開催 ②外国語講座の開催 ③交流会の開催 ④各種イベントの開催

⑤ホームステイの受入れ ⑥ボランティア活動の推進 ⑦国際交流活動のサークルの支援

⑧会報誌の発行 ⑨ホームページ運用（情報提供）

◆会員特典

①イベント・講座等の案内 ②イベント・講座等への優先的な参加

③イベント・講座等の参加費の割引 ④会報誌の提供

◆会員区分

個人会員：市内等に居住又は勤務している方（会費一口2,000円）

学生会員：市内等に居住又は市内等の学校に通学している方（会費一口1,000円）

法人・団体会員：市内等に本社、営業所、工場などを有する会社・組合・団体等（会費一口10,000円）

特別会員：外国籍を有し、永久的に日本国内に居住せず、研修・就業等の目的で在留する外国人

（会費無料）

ベトナム 352

中 国 290

フィリピン 169

スリランカ 115

韓国 97

ネパール 97

その他 271

計 1,391

ベトナム

25%

中国

21%

フィリピン

12%

スリランカ

8%

韓国

7%

ネパール

7%

その他

20%



今後のイベント情報

◆令和５年度 羽島市国際交流協会 理事会・総会

理事会 日時：令和5年5月19日（金） 13時30分～14時00分

場所：福祉ふれあい会館 地域ふれあいスペース

総 会 日時：令和5年5月19日（金） 14時30分～15時30分

場所：福祉ふれあい会館 地域ふれあいスペース

議 題 ①役員の選任について

②令和4年度羽島市国際交流協会事業報告及び決算について

③令和5年度羽島市国際交流協会事業計画（案）及び予算（案）について など

◆幼児向け英語遊び

外国人講師による英語絵本の読み聞かせなどを行います。

日時：令和5年4月20日（木） 10時30分～11時15分

場所：資源物ストックヤード 定員：親子15組

参加料：会員 無料 非会員 500円

※ 各種イベントについて、中止または日程を変更する場合は

ホームページに掲載しますので、イベント開催前に確認をお願いします。

◆令和５年度 オレゴン異文化交流協会ホームステイ受入れの再開

新型コロナウイルスの感染防止を図るため中止していた、アメリカのオレゴン異文化交流協会ホー

ムステイの受入れを再開します。当協会の活動サークルである「ぎふはしまファミリー友好クラブ」のボ

ランティア宅でホームステイを行い、当市で日本文化の体験を行う予定です。
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◆ 皆さんからの情報をお待ちしています

個人やサークルなどの国際交流活動、海外旅行での異文化体験、

イベント案内など、国際交流協会会員の皆さんにお届けしたい情報が

ありましたら、事務局へお知らせください。

羽島市国際交流協会

事務局 羽島市竹鼻町55番地 羽島市役所市民協働課内

TEL 058-392-1111（内線2312） / FAX 058-394-0025 / Email kyodo@city.hashima.lg.jp

Home page   http://www.city.hashima.lg.jp/0000011009.html

Facebook https://www.facebook.com/HashimaCityInternationalExchangeAssociation/

HP                 Facebook


