
今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、理事会及び総会について書面協議とさせて

いただきました。理事会及び総会の結果については次のとおりです。

※書面協議の提出締切日を各開催日としています。

【理事会】令和3年5月14日（金）開催 結果：全議案について承認

第1号議案 羽島市国際交流協会役員の選任

第2号議案 令和2年度羽島市国際交流協会事業報告及び決算

第3号議案 令和3年度羽島市国際交流協会事業計画（案）及び予算（案）

【総 会】令和3年5月31日（月）開催 結果：全議案について承認

※議案内容については、理事会と同様。

ご多忙のところ、書面協議にご協力いただき、ありがとうございました。

理事会・総会

昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催中止を余儀なくされた幼児向け英語遊

びですが、約1年半ぶりに開催することができました。安藤アンナリン先生を講師に迎え、大型絵本

「Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?（エリック・カール著）」に登場する動物、色について

英単語の発音を楽しく学びました。11月以降も毎月第3木曜日に開催予定です。皆さんのご参加を

お待ちしています。

幼児向け英語遊び 7月15日､10月21日
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夏休みを利用して、小学校および義務教育

学校1年生から3年生を対象とした「夏休みこど

も英語教室」を1年ぶりに開催しました。感染防

止対策として、距離を取りながら市ALTのアン

ディー先生・ジョン先生と一緒に、アルファベッ

ト、数の数え方、「What’s is this？」の言い方

についてゲームを通じて学びました。

ジョン先生がコックさんになり、アンディー先

生が料理に必要な食材をみんなに尋ねて、ひ

とつの料理を完成させるゲームを行いました。

食材を英語で当てるクイズをしました

次に食べ物をテーマにしたカード（ポテト、トマト

など）を使って絵合わせゲームをしました。「（参加

者の名前）、Do you have 〇〇？」と尋ねて、指名

された人が持っていなかったら、新しいカードをめ

くるという日本のババ抜きを英語で楽しみました。

最初はお互い恥ずかしそうにしていた子どもた

ちですが、カードが揃うと笑顔になりました。「楽し

かった」、「また参加したい」という声もあり、楽しく

英語に触れて時間を過ごすことができたようです。

来年度の皆さんのご参加をお待ちしています。 「Do you have 〇〇 ？」カードゲームの様子

夏休みこども英語教室 7月29日

今年度、新たな事業として初級英会話講座を10

月5日より開講しています。講師に川島 真紀先生

を迎え、自己紹介や簡単なやりとり、依頼をするた

めの表現を学習することで、英語に興味を持って

もらい、国際感覚を身につけることを目的としてい

ます。毎週火曜日、福祉ふれあい会館にて開講し

ます。途中参加も大歓迎です。皆さんのご参加を

お待ちしています。

川島 真紀 先生

初級英会話講座 10月5日～（全10回）
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開催日 内容（予定含む）

10月5日 リスニング

10月12日 Be動詞＋自己紹介

10月19日
一般動詞＋友人と余暇の過ごし方
の話をする

10月26日 疑問詞(wh)＋道を尋ねる、案内する

11月2日 代名詞・形容詞・副詞・前置詞

11月9日 過去形の話をする

11月16日
現在・過去進行形＋状況を尋ねる、
報告する

11月30日 未来形の話をする

12月7日 コミュニケーションのコツ①

12月14日 コミュニケーションのコツ②

10月5日は、初回の授業ということもあり、はじめは少し緊張した面持ちでしたが、川島先生の脱カタ

カナ英語を意識した発音の練習、洋楽のリスニング、外国の風習などのお話があり、アットホームな雰

囲気の中、第1回目の授業が終了しました。

10月12日は、Be動詞をテーマに、ある動物や食べ物になりきり、「I am 〇〇」と自己紹介をし、「Who

am I ？」と尋ね、ほかの参加者に当ててもらうゲームをしました。

時 間：10：00～10：50

場 所：福祉ふれあい会館2階 コミュニケーションルーム

参加料：会員 3,000円、非会員 5,000円



10月20日、当市が東京2020オリ・パラ競技大会

のホストタウンを務めるスリランカのオリンピック選

手とWeb会議ツールを使用してオンライン交流を

行いました。

同国からは、オリンピックに出場された全7競技・9

選手のうち、4競技・4選手と同国オリンピック委員

会の事務局長らが参加されました。

当市からは、羽島中学校英会話部の生徒5名や

ホストタウン実行委員会会長、副会長、当協会会

長、市長、教育長他が参加しました。

生徒の皆さんは、選手に対し英語で、同国の衣

装や日本の好きな食べ物について、また、競技を

始めたきっかけなどを質問し、選手は英語で、時

には日本語で回答してくれました。
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参加者の様子

新型コロナウイルス感染症の影響により、選手を当市に招き、人と人とが直接触れ合う交流が実施

できず、非常に残念でしたが、オンラインを通じ、約7,000キロ離れたスリランカの選手たちを身近に感

じながら、心と心が触れ合う交流ができました。

また、オンラインで交流するにあたり、時差、電波の状況、各選手が同国の自宅、練習施設、各国の

遠征先からと様々な場所からの参加とあり、不安な点も多々ありましたが、コロナ禍での新たな交流の

在り方を考える良い機会となりました。

Web会議ツールを使用した交流の様子日本の法被を紹介

ホストタウンオンライン交流 10月20日
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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、2年ぶりにハロウィ

ンイベントを開催しました。ハロウィンをテーマにした歌にあわせ、魔女（Witch）、ミイラ（Mummy）、蜘

蛛（Spider）などの発音やジェスチャーで表現する練習をしたり、かぼちゃの玉入れ、ハロウィンキャ

ラクターをモチーフにしたボウリングをしたりして、楽しく英語に触れ合いました。

また、ハロウィンにちなんだ様々な種類のシールを自分の名前のイニシャルにかたどり、色紙に貼

ることで、ローマ字の形を学ぶ作品作りを行いました。

開会式のコスチューム

左の写真は、スリランカ選手団がオリンピックの開

会式で着用した公式コスチュームです。

男性用は濃紺で、スリランカの伝統着であるサロン

に、国旗にも用いられている三色のラインが入ってい

ます。

女性用は白地で、男性用のコスチューム同様、サ

ロンをあしらい、ウェスト部分のフリルが特徴的なスリ

ランカ独自のキャンディアン式サリーであるオサリヤ

風に仕立てられています。

どちらにもコスチュームのデザインを手掛けたブラ

ンドのロゴマークが金糸で刺繍されています。

SRI LANKA × HASHIMA

Topics

ハロウィンイベント 10月28日
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日 時：令和3年12月23日（木）16：15～17：00

場 所：福寿コミュニティセンター 集会室

定 員：8組

参加料：会員300円、非会員500円

内 容：クリスマスをテーマにしたゲームや英語の

歌を楽しみます。

講 師：安藤アンナリンさん

岐阜県在住外国人相談センター（岐阜県国際交流センター内）では、外国人の皆様が日常生活での

困りごとを外国語で気軽に相談することができます。

●対応言語：英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語

（※韓国語、タイ語、インドネシア語、クメール語、ネパール語、ミャンマー語、スペイン語、マレー語、

モンゴル語については電話相談のみ対応）

●受付時間

【生活相談】

月～金 9：30～16：30（年末年始・祝日除く）

【新型コロナウイルス感染症に係る相談】

月～金 9：30～16：30（年末年始・祝日除く）

●電話番号：058-263-8066

ＱＲコードを読み取ると、ＧＩＣ（岐阜県国際交流センター）の6言語によるFacebookのページに

アクセスできます。（日本語、英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語）

当市では、岐阜県国際交流センター等からのお知らせを参考に、外国人がよく買い物をされる薬局

やスーパー及び外国人雇用企業に対して新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に関する啓発

チラシを定期的に送付しています。新型コロナウイルス感染症以外にも生活していてお困りの外国人

の方がいらっしゃいましたら、同センターをぜひご案内ください。

【開催案内】クリスマスイベント

岐阜県在住外国人相談センター
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、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

ルス感染症等による活動休止、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3年10月29日時点）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

●日本語学習支援団体 日本語ひろば羽島市 現在休止

協会各サークル活動状況

【中止】

①イースターイベント （4月）

②幼児向け英語あそび （6月、8月、9月）

③夏休みこども英語教室 （8月）

④国際交流のつどい （11月）

【延期】

①外国人向け防災セミナー（9月）

協会事業の実施状況

市内の日本語学習支援団体である「日本語

ひろば羽島市」は、新型コロナウイルス感染症

の影響を踏まえ、現在活動を休止しています。

活動再開については、詳細が決まり次第、市

のホームページ等でご案内させていただきま

す。

文化庁の「生活者としての外国人」のための

日本語学習サイトが公開されていますので、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。

●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

：6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）で提供

：無料提供、登録不要

：パソコン、スマートフォン対応

●URL:https://tsunagarujp.bunka.go.jp/

右記の事業につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を踏まえ、中止・延期にさ

せていただきました。今年度についても、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。

「つながるひろがる にほんごでのくらし」（通称：つなひろ）
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◆最新の羽島市国籍別人員（令和3年9月末時点）

◆羽島市の外国人登録人口の推移

羽島市の外国人登録人口は、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、減少し

ています。また令和3年度においては、スリランカ国籍の人数が64人と、韓国の次に割合を占めていま

す。

国 籍
年 度 平成29年度 30年度 令和元年度 2年度 3年度

482 395 447 401 366

190 190 327 328 339

118 124 133 135 129

125 123 119 116 109

37 68 72 58 13

223 195 228 229 264

1,175 1,095 1,326 1,267 1,220

※各年6月末現在

計 (人）

中国

ベトナム

フィリピン

韓国

ネパール

その他

◆ 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 👉

中国 28%

ベトナム 28%

フィリピン

11%

韓国 8%

スリランカ

6%

その他

19%

中 国 339

ベトナム 330

フィリピン 136

韓 国 97

スリランカ 66

その他 225

計 1,193

Topics


