
　　国際交流に興味のある方なら、どなたでも参加できます。

　　＜個人＞　１８才以上　１口　　1,000円
　　　　　　　１８才未満　１口　    500円

　　＜法人・団体＞ 　　　１口　 10,000円（予定）

潜入！　　　　　編集部

長久手市国際交流協会 「NaNa」　Vol.67　2022年4月発行
発行 : 長久手市国際交流協会
編集 : チームなな
〒480-1196 長久手市岩作城の内60-1 (長久手市役所2階）
TEL　: 0561-62-5933
E-mail : nia@nagakute.aichi.jp
https://www.nagakute-nia.jp

広報担当のNaNa編集グループ
「チームなな」はお寄せいただいた
記事の編集作業だけでなく、インタ
ビューや座談会などの企画も行って
います。

3大特集！
1，みんなのEXPO　
    国際交流フェスタ in ながくて 2022

2，新春・夢メッセージ
3．協会の応援団！団体会員のご紹介！

Nagakute International Association

長久手市国際交流協会　
情報誌

2022年　春号
Vol.67

◇◆長久手市国際交流協会　ご加入のご案内◆◇

親子でボランティア活動に
参加できます。

新春・夢メッセージ座談会に各活動グループから参加のみなさん

編集後記

昨年の春からMax活動してきました
発行は、編集部一人ひとりの真摯な取り組みの賜物だと思います
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（加藤　知宏）

「新春・夢メッセージ」座談会の様子

◇◆今後の事業のご案内◆◇
 5月　総会
10月　ベルギーナイト
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椙山女学園大学

2022年4月から留学生の来日しての留学を再開しま
す。例年ご協力いただいているホームステイも再開
したいと思いますので、よろしくお願いいたします！

＊五十音順（団体から提出された団体名を五十音順に並べています）
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 みんなのEXPO
 国際交流フェスタ in ながくて 2022

約30名の実行委員をはじめ、多くの協力者や団体が準備を進めてきましたが、新型
コロナウイルス感染症拡大によるまん延防止等重点措置が延長されたことにとも
ない、対面での開催を中止し、出展、出演予定だった団体の紹介動画を配信するこ
とになりました。
幻となった「みんなのEXPO　国際交流フェスタ in ながくて 2022」を紙面で開催
します！

幻の

何度も実行委員会で話合いました

モンゴル
馬頭琴演奏体験

チラシも完成！

ウクライナのフォークアート
「ペトリキウカ」体験

語学講座

日本文化紹介
「折り紙」

日本文化紹介
「春の野の花を生けよう」

社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会

誰もが「ふだんのくらしのしあわせ」を感じて暮らせ
るよう活動しています。国籍問わずお困りごとがあ
れば何でも相談してください

長久手温泉ござらっせ

長久手温泉ござらっせは、四季折々の風景が楽しめる
「和風大露天風呂」や白いタイルと解放感のある洋風風
呂など、種類豊富な天然温泉をお楽しみいただけます。
日本最大級の高濃度炭酸温泉も大人気です。厳選された
コミックが読み放題の「くつろぎスペース」もあるので、
ゆったりと充実した時間をお過ごし頂けます。

長久手市商工会

長久手市商工会は、地域の小規模事業者にとって、
最も身近なパートーナーであり、事業者が抱える経
営課題を解決し、経営力を向上させていくための支
援を行っています。

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学は、留学生の受入れに力を入れ
ており、世界各国の協定校から毎年約200名の交換
留学生を受け入れています。

名古屋商科大学

名古屋商科大学は、1953年に設置された私立大学
です。日進キャンパスでは経営・経済・商・国際の4学
部、名古屋キャンパスでは経営管理課程を設置して
います。

ひまわりネットワーク株式会社

地域の皆様と心が通い合う地元のメディアとして、
豊かで活力ある地域社会づくりへの貢献を目指し
てまいります。

・愛知県立芸術大学

・学校法人 鍋島学園 さつき幼稚園

・株式会社 ヤマナカ

・さつき幼稚園 母の会

・中京銀行 長久手支店

・ホーユー株式会社 総合研究所

ユニー㈱ アピタ長久手店

昨年末大型改装を行い生まれ変わりました。新しく
なったアピタ長久手店に是非お越しください。

瀬戸信用金庫 長久手支店

瀬戸信用金庫長久手支店は、昭和52年12月に開店。
地域金融機関として地域に密着した金融サービスを
提供しています。



協会で活動している各グループから13人が集まり
コロナ禍での活動の振り返りや、これからの「夢」を語りあいました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各グループのメッセージ　①2021年度の振り返り　②2022年度の夢

◆ホームステイグループ◆
①グループの存在が、国際交流協会の認
知度をあげてきた。ただ2021年度は、充分
に活動できないジレンマに陥る1年でした。
②2022年度は、今まで積み重ねた活動の
財産を生かし、元気にやっていきたい。

◆ウェルカムにほんご教室◆
①2021年度は、クラス内でZoom教室を開き、
学習者とボランティアが共に学び、教室活
動に工夫をした1年でした。
②2022年度は、コロナがはやく収束するこ
とを願うと共に、課外活動や行事を行う機
会を持ちたい。

◆にほんごで、はなそう！ながくてクラス◆
①2021年はコロナ禍もあり、クラス開催に例年以上
に工夫を求められました。そんな中、初級クラスは
学習者1人ひとりの置かれた状況に寄り添い、
中・上級クラスは、「日本語でかこう」LINEグループ
を立ち上げ、成果をあげました。
②2022年度は、「交流しよう」が目標。クラス内交
流イベントや、七夕飾りなど復活させたい。

◆こどもにほんご◆
①2021年3月、木曜日クラスの学習者さんのお
子さんのサポートをきっかけにこの教室は始ま
りました。活動が始まったばかりですが、少しず
つ学習者は増えてきています。芋掘り体験、自
転車ルール学習など学習者さんが地域で生活
する助けとなることを目標に運営してきました。
②2022年度は、良い地域生活を送れるように
なれる題材に取り組みたい。

◆Enjoy English
  英語絵本読み聞かせ◆
①2021年度は、コロナ禍で活動休止を
経験しました。一方、ボランティアが増
え、プログラムが発展、充実した良い年
となりました。子どもは面白いことには
目を輝かせます。
②2022年度も、ボラ6人と共にできるこ
とを着実にやっていきたい。

◆日本文化紹介◆
①これまで各学校、大学の外国人の皆さん
に茶道などを紹介してきましたが、2021年
はまったく活動ができませんでしたので、
野山の花を生ける活動を始めました。
②2022年度は、色金山歴史公園茶室を、歓
送迎会などに利用いただくようすすめ、メ
ンバーとお茶を点てたい。

◆リニモテラス隊◆
①2021年度は、緊急事態宣言や
まん延防止等重点措置にふり回
されて、まとまった行事ができ
ない一年でした。
②2022年度は、リニモテラスの
活動をもっと広めたい。

◆広報 チームなな◆
①各活動グループ、協会員の協力のもと、通
常のNaNaの他に情報誌NaNaの電子版を発行。
電子版は半年の間に20号を発行しました。
②ホームページの充実、SNSの活用を目指し
ます。

山本　治彦さん
浅井　弘子さん

小澤　洋佳さん

山﨑　隆志さん

足立　周子さん

加藤　知宏さん

那須　研一さん

川口　美智子さん
岡　加津子さん

苅谷　太佳子さん

本山　卓也さん

西田　亮太さん

横田　純子さん
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愛知淑徳大学 国際交流センター

本学の長久手キャンパスには留学生寮があります。
留学生たちには学外の交流活動に積極的に参加し、
地域の交流を通して留学経験をより豊かにしてほし
いと考えています。

愛知高速交通株式会社

安全・安心・安定の公共交通はもちろん、地域から愛
される鉄道会社として「マイレール・リニモ」を目指し
てまいります。

愛知県立大学

本学は「人をつなぎ愛知・世界を結ぶ」というビジョ
ンを掲げ、日本人と外国人とが共に活躍できるまち
の実現に貢献して参ります。

協会の応援団！法人・団体会員のご紹介

愛知医科大学

愛知医科大学は、2022年で創立50周年。
「先進の医療を 人と社会と未来へつなぐ」をキャッ
チフレーズに、次なるステージへ踏み出します。

一般財団法人 林美術財団 名都美術館

近現代の日本画を収集・展示する美術館。上村松園、
鏑木清方、伊東深水などの美人画作品がコレクショ
ンの中心となっています。

あいち尾東農業協同組合　長久手支店

私たちは地域農業の振興を図っています。また『人と
地域のための「くらしの拠点」でありつづけたい』を
基本理念とし、地域の皆様の身近な存在を目指しま
す。

学校法人 愛知学院・愛知学院大学

地元長久手市国際交流協会のご指導のもと、愛知
学院大学日進キャンパスを訪れる留学生は、日本文
化を肌で感じる色金山歴史公園茶室での茶道体験
を楽しみにしています。

学校法人 愛知享栄学園 栄徳高等学校

栄徳高等学校では、姉妹校交流や海外留学生の受
け入れなど様々な国際交流を行っています。姉妹校
の生徒が来校した際には、国際言語コースの生徒を
中心に英語でおもてなしを行っています。

愛知長久手ロータリークラブ

私達ロータリークラブは友愛の理念を基に世界中の
人々と友達になって、そのネットワークを活かして国
際理解、親善、平和を推進します

株式会社 豊田中央研究所

当社はトヨタグループに貢献する研究から、イノ
ベーションを起こし未来をつくる戦略研究まで、さ
まざまな課題にチャレンジしています。

アフリカ発祥の対戦型頭脳ボードゲーム
「マンカラ」

アフリカン・ジャンベ演奏

ロシアンダンス

チアダンス

ワーテルロー
姉妹都市提携30周年記念
姉妹都市友好親善訪問団写真展示

花笠踊り

名古屋ユネスコ協会　活動紹介

ベルギー文化紹介コーナー

＊写真は過去のフェスタやイベントで撮影したものが含まれます
＊ホームページでは動画でフェスタを楽しめます

こどもにほんご

にほんご学習者によるトークイベント
「くーてトーク」

NaNa 3NaNa 6


