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江南市国際交流協会� 

onanSociety for Internationalization |く

ミクロネシア連邦� 
.学生訪問団受入事業

江南市国際交流協会では、

江南市が愛・地球博以来、

フレンドシップ固として交

流を続けているミクロネシ

ア連邦よリ、学生訪問団の

受入れを行いました。6名

の訪問団が、� 3月25日(日〉

から3月31日(土〉までの期

間中、江南市を訪れ、ホー

ムステイボランティアの皆

さんをはじめ、たくさんの

人たちと交流をしました。

日本文化体験では茶道・華道、日本舞踊の体験をし
ました。� 

食事実流会では手巻き寿司を皆で食べました。

A 
ホームステイボランティアの皆さんと。北部中学校では、書道体験やバスケットポーjレのケ輸

ームをして中学生と交流しました。
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毎年恒例の多文化クリスマス会を� 12月23日(祝〉

に江南団地集会室で開催しました。子ども塾の子

どもたちによるダンスの発表や演奏会、サンタさ

んからのプレゼン卜など、イベン 卜盛りだくさん

の内容で、会場は笑顔で溢れていました。

3月18日(日〉、 藤里小学校国際jレームで多文化共生サボータ-養生講座を開催しました。

「子どもの夢と進路jをテーマとした講話や、外国籍の社会人、 大学生、高校生による子どもたちへ

のアドバイス、進路選択の現状と課題についての講演をしていただきました。

終了後の支流会では卒業生を送る会を行い、 子どもたちからの寄せ書きなどをプレゼン卜しま した0 
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石井会長に
よる講話

卒業生を送る会
の様子
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織音(おリおん〉ともち

んさん作詞� -作曲によるふ s，，つくら ら・ら・ら 作毘・作曲� as(おりおん}とちらん� 

15、くふく，3.、くらむ夢いっfetい ，3-くふくふくらむバンケーキくらの家のテーマソング
らららら思おう元気よく らららら 親子でクロキング

わくわく おとるの楽しいね わくわく チャンレンジやってみよう「ふっくら ら・ら ・らJが
みんなおいでふくらの窓 みんなおいでふくらの窓

できました! こんにち/;r.ハロー) さようなら (子ャ才)

ありがとう (シヱイシヱイ) じゃあまたね� CPスタフロント)
レコーデイ ングでは、子 冨震/;r.みんなちがうけど 生まれた国/c;.ちがうけど

手と手をつなごうよ 手と手をつなごうよ
ども塾の子どもたちにも参

友達の繍広げよう 友還の僧広げよう

笑傾応、つくら� l[itS、つくら 笑卸，3，つくら� 1[i，3'、つくら加をしてもらいました。こ
tJtJlIli!がふくらふっくらら 夢が希望がふくらふつくらら

れから協会のイベン トなど 小さな赤いふくらの実

お宝を見上げて曹を待つでどんどん� PRをしていき
ぽ〈たちも夢育て

ます!� 大きな花を朕かせよう

笑11113'つくら 心ふっくら

夢が織自置がふくらふっくらら
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藤里小学校国際jレーム

「ちょっと留学」の様子。 

多治見市にあるモザイクタイル

ミュージアムを訪れました。
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(国立青少年教育振興機構)

-

)1
 

・・4

‘、

、。
親子でクリスマスケーキ
をつくりました。

パキスタンの紙芝居
「奴隷とライオン J

中国の紙芝居
「歯のないトラ」 
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いろいろな国のお話会
「金太郎」
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ブロサント アチャ 1)アさん 
(ネパ jレ出身〉

。江南市は静かで、人は親切
です。ここに住んでいると、
気分がよくなリます。

②趣昧はギターを弾くことで
す。サッ力ーも好きです。
サッ力ーのメ ッシと口ナウ
ドが好きです 3

①日本は平和な国です。日本
に住んでいると、皆がお互
いに尊敬しあっていること
がわかリます。

オラヌパ チジオケ
フランクリンさん 

(ナイジエリア出身)

①江南市は、とても興味深く、
いろいろな人が住んでいま
す。

②趣味はボディービjレテ。ィン

グとサッ力ーです。

①ふくらの家の先生たちには、
いろいろお世話になってお
り、心から感謝しています。

ド、ーヴ、ァン トゥアンさん
(べ トナム出身)

①私はボランティアの教室に
参加しています。この教室
の先生たちは、とても丁寧
に日本語を教えてくれます。

①趣味はサッ力ーをすること
と、ア二メをみることです 
(特にワンピース )。

①私は研修生として日本にき
ました。2年半日本に住ん
でいます。日本人はとても
親切です。
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ふくらの家

藤里小国際ルーム

江南市の外国人住民数� ;2Cl白日時三�  

J 合計(人)� I 男(人) 女(人)� 

II 1.689 731 958 
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宮田地区
学習持
併用語院

毎週火曜-木曜日

毎週火曜 ・木曜日� 

15時-1'7時30分(小学生〉� 

17時30分-18時30分(中学生) 

15時-17時30分(小学生〉

江南市の人口:100.7'74人 うち国籍別人数:
フィリピン370人、ブラジjレ355人、 中国326人
韓国・朝鮮177人、ベ トナム� 166人なと� 35力国
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江南市国際支流協会(KSI)では、国際交流、多文

化共生に関心のある方のご入会をお待ちしてお
ります。

・入会資格
本協会の趣旨にこ資問いただける個人法人-

団体(市外の方も可)

・賢助金賀(年額)※� 1口以上伺口でも可

個人� 

法人� 

団体� 

1口� 
1口� 
1口� 

2.000円
10.000円
5.000円

・申込方法
直接、協会事務局へお越しいただくか、電話で

お問い合わせください。国籍は聞いません。

江南市国際交流協会(KSI)では次のようなサポ

ート活動に興味のある方、又ご協力いただける方


(.......・・ワイワイにほんと・・・・・・・・・)

場所ふく� 5の家

月 火 水 木� 金� 

10:30-
11 :30 O |¥ |¥ |¥ O 

13:00-
14:00 O O O O O 

H H(....・ ・-月曜日教室...・・.)

江南市老人福祉センター
江南市中央コミュニティ・センター
江南市古知野町宮裏121番地

毎週月曜� 
19時~2 1 閏

ふくら江南市国際交流協会ニュース� 
2018年� 3月発行発行・江南市国際支流協会� 
1'483-8'701 江南市赤童子町大堀90
江南市役所 教育委員会生涯学習課� 
TEL(0587)54-1111 FAX(0587)56-5517 

「 ふくsの家での澗 一寸
ふくらの家は、子ども塾をはじめ、小-中学生への国

際理解講座、在住外国人の生活相談、市民への外国

語講座など在住外国人と市民とのふれあいの場とし

て活用されています。ぜひお立ち寄リください。

(江南市古知野町古渡142-2電話� 058フ56-'7390 
Eメール� fukura@feel.ocn.ne.jp) 

国際交流協会のホームページ� 

hnp:llwww.匝onan-ksi.coml
江南市国際交流協会| lJ!.墨わ
ふくらの家のプログも渇載しています。� 
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