
今年度は、東京2020オリンピック・パラリンピックが開催され、羽島市のホストタウン相手国であるスリ

ランカの選手たちも多く活躍されました。

当市では、ホストタウン事業をまとめた「ホストタウン記念誌」を作成

しました。同国とのこれまでの交流のほか、東京オリ・パラ競技大会

における同国選手の活躍や大会終了後に実施した選手とのオンラ

イン交流会の様子などを収めています。

協会の行事は、令和2年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染

防止を図るため、その多くが中止となり、「国際料理教室」や「国際交

流のつどい」といった、年齢問わず広く楽しめる行事が開催できず非

常に残念でした。一方で 「幼児向け英語遊び」など、感染拡大に細

心の注意を払いながら開催した行事もあり、先生と一緒に英語に親

しむ機会が創出されました。

来年度も感染状況を踏まえたうえで、徐々に行事を再開していく予定です。

令和3年度を振り返って

協会のイベント情報などを効果的にお伝えするため、オリジナルのFacebookページを開設しました。

これから随時情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。

●アカウント名：羽島市国際交流協会 Hashima City International Exchange Association

●URL：https://www.facebook.com/HashimaCityInternationalExchangeAssociation/

協会公式Facebookページの開設

ホストタウン記念誌
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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」を福寿コミュニティセンターで開催しました。

最初にクリスマスの曲のピアノ演奏を聴きながら、先生と一緒に歌を歌い、クリスマスの雰囲気を楽

しみました。イベントの中では、先生が一瞬見せたカードを覚えて同じカードを探すゲームや、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、トナカイの顔に目を閉じて鼻をつけ

る福笑いのようなゲームなど、クリスマスのカードや小物を使ってさまざまな遊びをしました。

クリスマスに因んで紹介された単語の中には保護者の方も初めて知る単語があったりと、親子で楽

しく英語に触れることができました。

先生が一瞬見せたカードを当てる
クイズをしました

クリスマスオーナメントを
バランスよく飾りました

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。

英語版『はらぺこあおむし』の大型絵本での読み聞

かせや、 「How’s the weather?」と歌に合わせて天気

のジェスチャーをしたりと、先生と一緒に単語や短い

言葉の練習をしました。

はじめは恥ずかしがっていたお子さんも、歌のリズ

ムに乗って踊ったり、元気よく発音したり、のびのび

と参加することができました。

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。皆さんのご参加をお待ちしています。

幼児向け英語遊び 11月18日､12月16日

大型絵本での読み聞かせの様子



東京2020オリンピック・パラリンピック競

技大会の開催を契機としたホストタウン交

流の推進に関し、極めて顕著な貢献をさ

れたスリランカ出身のカンカーニゲ・ラー

ル・ティラカラタネさん、カンカーニゲ・エラ

ンガ・ハサンティさんへ、当協会から感謝

状を贈呈しました。

ホストタウンの功労者へ感謝状を贈呈

SRI LANKA × HASHIMA

感謝状贈呈の様子

◆功労者の紹介

●カンカーニゲ・ラール・ティラカラタネさん（写真左から2人目）

・蘭花（らんか）の会会長として、同国に対するボ

ランティア活動に貢献。

・平成30年度より、当市英語指導助手及び国際

交流業務員として活躍。

・大小合わせて200枚を超える同国の国旗を無

償で市に貸与。

・同国の要人の来市にあたり、迅速かつ適切な

コーディネートを実施。

・オリンピック終了後、同国選手と市内中学生等によるオンライン交流会では、通訳としてその

スキルを発揮。

●カンカーニゲ・エランガ・ハサンティさん（写真右から2人目）

・平成29年度より、小学生・中学生を対象にした「国際理解を深める授業」の講師として活躍。

・子どもたちに同国の文化に直接触れていただく機会を提供するため、同授業で活用する同

国の伝統衣装サリー・サロンを無償で市に貸与。

・同国の要人が来市された際には、通訳としてそのスキルを発揮。
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◆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。

令和3年度は、「書き損じはがき」852枚を切手

に交換し、同時に寄付いただいた切手と合わせ、

39,952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。

Topics

◆家庭ごみの分け方出し方チラシ 愛知の外国人留学生が翻訳

当市では、令和3年10月から家庭系ごみの有料化がはじまり、ごみの出し方のルールも変更がありま

した。このことに伴い、市は、国際交流やまちづくりなど多分野にわたる包括連携協定を締結している

愛知文教大学に外国人向けチラシの作成を依頼。当市に住む外国人に利用してもらおうと、同大学の

外国人留学生9人が、英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語で書いた4種類の「家庭ごみの分け方

出し方チラシ」を作成しました。
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●羽島市ホームページ
家庭ごみの分け方出し方チラシ【外国語版】

URL：https://www.city.hashima.lg.jp/0000014253.html

家庭ごみの分け方出し方チラシ（英語版）

可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、容

器包装プラスチックなど10種類のごみ

の分別の仕方や注意事項などが各言

語に翻訳されています。

当チラシは、市環境事業課で配布し

ているほか、以下の羽島市ホーム

ページにも掲載されています。



外国語による人権相談のご案内
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73号でもご紹介した、文化庁

の「生活者としての外国人」のた

めの日本語学習サイトについ

て、新たに4言語（韓国語、タイ

語、ミャンマー語、モンゴル語）

が追加されました。

お近くに外国人の方がいらっ

しゃいましたら、同サイトをぜひ

ご紹介ください。

「つながるひろがる にほんごでのくらし」（通称：つなひろ）

●対象：国内に在住する外国人等

●特徴：日本語を初めて学ぶ外国人を想定。

：身近な生活の場面で使用する日本語の学習が可能。

：無料提供、登録不要。パソコン、スマートフォン対応。

●対応言語：英語、中国語（簡体字）、ポルトガル語、

スペイン語、ベトナム語、日本語、韓国語、

タイ語、ミャンマー語、モンゴル語

●URL：https://tsunagarujp.bunka.go.jp/

◆外国語人権相談ダイヤル

法務省の人権擁護機関では、日本語を自由に話すことができない方からの人権相談に応じる専用

の相談電話を設置しています。

●対応言語：英語、中国語、韓国語、ネパール語、スペイン語、フィリピノ語、ポルトガル語、

ベトナム語、インドネシア語、タイ語

●受付時間：平日 9：00～17：00（年末年始除く）

●電話番号：0570-090911（ナビダイヤル）

◆外国語インターネット人権相談受付窓口

法務省のホームページ上に、インターネット人権相談受付窓口を設置しています。

●対応言語：英語、中国語、韓国語、ネパール語、スペイン語、フィリピノ語、ポルトガル語、

ベトナム語、インドネシア語、タイ語

●URL：https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html#01

◆外国人のための人権相談所

全国の法務局・地方法務局において、日本語を自由に話すことのできない方からの人権相談を受

け付けています。

●対応言語：英語、中国語、韓国語、ネパール語、スペイン語、フィリピノ語、ポルトガル語、

ベトナム語、インドネシア語、タイ語

【全国の法務局・地方法務局】

●受付時間：平日 9：00～17：00（年末年始除く）

●全国の法務局・地方法務局一覧

URL：https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00223.html



新型コロナウイルスの感染防止を図るため、ソーシャルディスタンスの確保等、県の行動指針におけ

る制限等を遵守した上での活動が前提となり、一部のサークルが休止となっています。新型コロナウイ

ルス等の影響による活動休止、再開などの最新の情報は、市のホームページをご確認ください。

現在（令和4年3月時点）の活動状況をお知らせします。

●英会話サークル Hashima English Circle （H.E.C) 活動中

●英会話サークル Friendly 活動中

●英会話サークル 異文化サークル 活動中

●中国語サークル ニイハオ会 活動中 （令和3年度で解散）

●中国語サークル 梅花 活動中

●日本語学習支援団体 日本語ひろば羽島市 現在休止

中国語サークル「ニイハオ会」については、今後の活動を継続することが困難なことから、令和3年度

をもって解散することになりました。

協会各サークル活動状況

【中止】

①幼児向け英語遊び （1月、2月、3月）

②日本文化体験講座 （1月）

③紅茶セミナー （2月）

④外国人向け防災セミナー（9月）※

※延期の予定でしたが、中止となりました。

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。

◆「日本語ひろば羽島市」 活動再開のお知らせ

新型コロナウイルスの感染防止を図るため、2年以上活動が休止となっていましたが、4月からリモー

トで活動を再開されます。今までのような対面での活動ができるようになるまでの間、「LINE」で連絡

し、「ZOOM」を使ったリモートでの活動となります。

●活動日 第2、第4日曜日 （10：00～11：00）

リモートのため、自宅等通信環境のある場からご参加ください。

参加をご希望される場合は、当協会事務局（058-392-1111 内線2312）までご連絡ください。
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◆最新の羽島市国籍別人員（令和４年２月末時点）

ベトナム 27%

中国 26%
フィリピン

13%

韓国 8%

スリランカ

6%

その他

20%

ベトナム 308

中 国 302

フィリピン 145

韓 国 95

スリランカ 67

その他 226

計 1,143
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令和4年度 協会会員募集

◆新年度会員募集

会員期間：入会日～令和5年3月31日

国際交流協会では、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4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20歳以上の方（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）



今後のイベント情報

◆ 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     QRコードはこちら 👉

◆令和４年度 羽島市国際交流協会 理事会・総会

理事会 日時：令和4年5月18日（水） 10時00分～10時30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4年5月18日（水） 11時00分～12時00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3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4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

※新型コロナウイルスの感染防止を図るため、書面協議に変更させていただく場合があります。

◆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4年4月21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8組

参加料：会員 無料 非会員 500円

※ 各種イベントについて、新型コロナウイルスの感染防止を図るため中止とする場合は、

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４年度のオレゴン異文化交流協会ホームステイ受入れの中止

毎年実施していたアメリカのオレゴン異文化交流協会のホームステイの受入れについては、昨年

度同様、新型コロナウイルスの感染防止を図るため中止することになりました。

来年度以降、また互いの交流が始まることを願っています。
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