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　今年度も新型コロナウイルス感染症の先行きが不

透明な中でのスタートとなりました。しかし目の前

の不安を「やらない理由」として捉えず、「やる理

由」としてどうやって乗り超えられるかという視点

で捉えていければと思っております。引き続き協会

ボランティアの皆様や外国人住民の方々にもご協力

やご理解を頂き、事業を実施してまいります。

　人類の歴史は感染症との闘いともよく言われて

おります。長い闘いになっても必ず克服できる時

が来ると信じております。また、近年は地球温暖

化の影響等で世界規模で深刻な自然災害が多発し

ております。社会情勢などの変化に的確に対応し

ながら、地域住民、外国人住民がともに安心して

暮らしていただける手助けを少しでも出来る活動

ができればと思っております。

　本年度は当協会設立から30年の節目の年です。

これまで、協会が目指す事業や活動が思うように

進まない時もありましたが、ボランティアの皆様

をはじめ、関係団体等のご支援やご協力をいただ

き、進めることが出来ております。

　今年は寅年です。「虎は千里行って千里帰る」

このことわざの通り、行動力を発揮し、活力を取

り戻し、現在の難局を乗り切れる一年になります

ように、皆様のご協力をいただきながら一つ一つの

課題を克服して、反転攻勢をかける一年にしてま

いりたいです。

　いずれにしましても、国際交流の主役は、地域

住民、外国人住民等「人」です。地域を豊かにす

る一助となれますよう、地域住民、外国人住民等

との協働のネットワークを形成し、住民参加の国

際交流を目指してまいりたいと思います。皆様の

ご理解、ご協力をお願いいたします。

　一昨年初頭に始まったコロナパンデミックは今年も収まることなく、新たな変異株の出現などもあり、日本

のみならず世界を取り巻く社会経済にも大きな打撃を与え続けております。

　当協会では、昨年度は計画しておりました事業をやむを得ず中止したこともありました。しかし、延期した

り、規模の縮小や人数制限を行ったり、対面式をオンラインに切り替えたりするなど、出来ることをできる範囲

内で実施いたしました。

【収入】 （単位：千円）

2022年度　収支予算

財 産 運 用 収 入 等
会 費 収 入
事 業 収 入 等
補 助 金 等 収 入
そ の 他
合 計

基本財産利息等
賛助会員会費
会議室使用料等
補助金、受託収入
雑収入

【支出】 （単位：千円）

公益目的事業共通支出

会議室貸出事業等支出
管 理 費 支 出
合 計

ボランティア自主活動
FM放送、機関紙発行等

西宮国際交流デー
国際交流団体への支援

姉妹友好都市ウィーク
各種講座の開催等

746
1,383
500

22,421
8,240
33,290

29,811

会議室貸出、地域団体活動助成等
事務所維持管理費等

1,829
6,319
37,959

公益財団法人 西宮市国際交流協会
〒662-0911 西宮市池田町11番1号
 （フレンテ西宮4F）
TEL（0798）32-8680
FAX（0798）32-8678

WEBSITE▶
E-mail : nia@nishi.or.jp

コロナ禍での活動

新年度（R4）がスタート

設立30周年の年

国際交流の主役は「人」
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スイーツは大人から子どもまで、心を和ませてくれるもの。
世界の国々や地域に伝わる、行事にまつわるスイーツや
季節にいただくスイーツを紹介します。世界の

スイーツ
32

4040

ポーランドのセルニク

　ポーランド語で「セルニク」はチーズ
ケーキという意味です。
　一口にチーズケーキと言っても現在は
チーズの種類、作り方によってバラエティ
に富んでいます。チーズケーキのルーツを
辿ると、紀元前2000年頃のメソポタミアの
辞書には蜂蜜チーズという単語の記載が
あります。また古代ギリシャでは紀元前776年
の第一回オリンピックに「トリヨン」とい
う卵や乳も加えて茹でたプディングに近
いチーズケーキが供せられたという記録
もあります。
　しかし現在のチーズケーキの原型は
ポーランド南のポドハレ地方で、中世前期
から作られている郷土食のセルニクだと
いう説が最も有力です。生乳を軽く発酵さ
せた酸味のある真っ白なフレッシュチー
ズ「トゥファルク」で作る甘みを抑えた
ケーキです。19世紀前半にポーランドか
ら米国に渡った移民たちがセルニクを広
め、人気となり、その後ニューヨークの乳
加工業者がクリームチーズを開発したこ
とで、以来様々なチーズケーキが作られて
います。紹介のレシピは手近な材料での日
本風セルニックですが、ヘルシーです。お
試しを。 （Y. U）

材料（15センチ底取れ丸型）
・カッテージチーズ（裏ごしタイプ）
　 ……………………………… 200g
・バター ……………………… 40g
・粉糖……50g（20gと30gに分ける）
・卵………2個（卵黄と卵白に分ける）
・生クリーム ………………… 50ml
・片栗粉 ……………………大さじ1
・レモン汁 …………………大さじ1
・バニラオイル ………………5滴程
＊バター、カッテージチーズは室温
に戻す。
＊オーブンは180℃に余熱する。
作り方（直径15センチ円形）
①大きめのボウルにバターを入れ、ヘ
ラでクリーム状にする。粉糖 20g
を加えてよく混ぜる。
②①に卵黄を一つずつ入れ、よく混ぜ
クリーム状にする。
③②にカッテージチーズを何回かに
分けて入れ、そのつどよく混ぜる。

さらに生クリーム、片栗粉、バニラ
オイル、レモン汁を順に入れて、よ
く混ぜる。
④別のボウルに卵白を入れ泡立てる。
ある程度泡立ってから粉糖 30g を
2回に分けて加え、固めのメレンゲ
にする。
⑤③のボウルに数回に分けてメレンゲ
をつぶさないように手早く混ぜる。
⑥⑤を型に入れ、180℃のオーブンで
25～30分で焼く。
⑦焼き上がりは柔らかいので、そのま
ま冷まし、冷蔵庫でよく冷えてから
粉糖をふってカットする。

ラジオ放送で日常のお役立ち情報を
～母国語放送でホッとするひととき～

　さくらFMの多言語ラジオ放送「世
界のみんなとつながろう」は英語、中
国語、ポルトガル語を母国語とする
外国人市民がボランティアとして、
地域の情報をそれぞれの母国語でお
届けする番組です。毎週土曜日正午
から15分間の放送で、第1週は中国
語、第2週は英語、第3週はポルトガ
ル語、第4週は第2週の英語の再放送
です。母国語での情報提供は外国人
に大変喜ばれています。

　中国語放送の収録の日にお邪魔し
ました。パーソナリティは台湾出身
の林さんと中国出身の馬さんで、中
国語で番組は進みます。日本語の部
分の担当は中国語の堪能な日本人の
瀬戸口さんです。
　放送内容の前半は、市や国の制度
についてのお知らせや季節の行事な
ど日常生活に役立つ情報です。協会
スタッフの作成した台本をあらかじ

め渡し、それをパーソナリティのお
二人が中国語に訳して放送に臨みま
す。単に翻訳するだけでは外国人に
は分かりにくい場合もあるので、そ
んな時はより伝わりやすくなるよう
に言い換えたり説明を加えたりする

こともあります。そして何度も何度
も原稿を読み込んで、不自然な言い
回しはないか確かめるとお聞きし、
放送に至るまでには地道な作業があ
ることを知りました。
　収録時は大変早口です。日常会話

の速度だそうですが、15分という制
約の中で情報を一杯詰め込むとつい
早口になるとお二人は笑います。
　後半は、ゲストとのおしゃべりで
す。日本に来たきっかけ、日本に住ん
で感じたこと等々、それぞれ違って
いてお聞きするのが楽しみです。ゲ
ストをスタジオにお呼びすることが
できない場合は、電話でインタ
ビューすることもあるそうです。
　実は馬さんが最初にこの番組に登
場したのはゲストとしてでした。と
ころが急に原稿も読むことになり、
そのままパーソナリティをすること
になったとのことです。ご縁ですね。
　放送はさくらFM（78.7MHz）だけ
でなく、無料アプリ「Radimo」からも
聴くことができます。バックナン
バーはNIAのホームページから随時
聞くことができます。語学学習の
ツールとして活用するのもいいで
しょう。 （Y. I）

当協会では国際交流に関するイベントや講座を数多く
行っています。その様々な活動の様子をご紹介します。

リン マ
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ＮＩＡインフォメーションＢＯＸ INFORMATION

3333外国人インタビュー

　今回お話をお聞きしたのは、マニ
ラ（フィリピン）出身のビアトリス・
山城さんです。ビアトリスさんは現
在日本人のご主人と西宮市にお住ま
いで市内の医療施設で介護ヘルパー
として勤務されています。日本語は
NIAで学習しました。

　21世紀の現在、日本は超高齢社会
となり介護を必要とする住民が増大
しています。その一方で介護や看護
に携わる人材が足りず、積極的にこ
の仕事に取り組んでくれるアジア圏
の女性たちが注目を浴びています。
今回お話を聞いたビアトリスさんは
来日以来20年に渡り、高齢者や病気
の人のお世話をする仕事に従事して
きました。介護という仕事を相手の
気持ちに寄り添い、優しく温かくお
手伝いするというポリシーの持ち主
で、言葉の端々に愛が感じられます。
　9人兄弟の内、8人までが医療関係
の仕事についているという家庭環境
の中で、ビアトリスさんも故郷に住
んでいた時、既に介護福祉士の資格
を得ていました。1999年に日本人男
性と結婚し、2000年に来日しました
が、その時点でそのお姑さんのお世

話をしようと日本での介護ヘルパー
の資格を得る勉強を始めました。
持っていた知識が役立つことも多
く、すぐに介護ヘルパー2級の資格を
とることができました。
　高齢のお姑さんの介護を終えた
後、12年間尼崎の施設で、その後現在
に至るまで西宮の医療施設でヘル
パーとして働いてきました。特にこ
の2年間は感染症の末期の患者をお

世話する機会があり、何度も涙を流
しました。どんな時も患者さんの一
番心地よいようにしてあげるのは彼
女の生きがいで、弱っている人、助け

が必要な人に手を差し伸べることに
喜びを感じます。
　フィリピンでは高齢の人を大事に
する、大家族で暮らすのが当たり前
という文化が今でも根付いていて、
日本に来た頃、一人で歩いている高
齢者の姿に驚いたそうです。60歳以
上の人には誰かが付き添うのが当た
り前と思っていましたから。そうした
環境で育ったフィリピンの人たちは
介護をする時も、きめ細かく相手に
優しいケアをします。一つ一つのケ
アが痛かったり不快になったりしな
いよう細心の注意を払うからです。
　ご主人との2人暮らしで安全な日本
の暮らしは快適ですが、年上のご主人
がもし動けなくなった時、故郷のフィ
リピンに連れて帰りたい気持ちがあ
ります。フィリピンでは家族や親戚が
みんなで協力して助け合うので幸せ
な老後を過ごせるのではないかと思
うからです。今はまだ元気な彼がなん
というかわかりませんが。 （M. M）

心をこめてお世話を

～ビアトリス・山城さん（フィリピン出身）～

外国人のための無料相談会
　司法書士・行政書士が無料で相談に応じます。
（秘密厳守）通訳ボランティアがおりますので、言
葉の心配はいりません。通訳必要な方は事前予約
が必要です。

日程

7月17日（日）13：00～16：00

9月18日（日）13：00～16：00
在留資格相談 NIA

会議室

内容 場所
9月10日（土）
10：30～11：30

日時

バイオリン
リトミック

NIA

内容 集合場所

インターナショナルキッズクラブ
～外国にルーツを持つお子さま（未就学児）・保護者の交流会～

参加費：無料
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N I A   I n f o r m a t i o n   B o x

行政書士 髙田正事務所

〒651-0093 神戸市中央区二宮町2丁目10-24（阪急・阪神・JR三宮駅徒歩10分）
●お問い合わせはメールでも承ります　takatajimusyo@nifty.comお気軽にご相談ください

仕事のスピード
より正確な仕事を
心掛けます！

長年の
信頼と実績の
行政書士です。

『街の法律家』として
あなたの強い味方となります！

FAX 078-251-6138078-242-3497
×

広告大募集
広告サイズ

◆広告掲載料金

◆発刊部数

◆配布対象 賛助会員、外国人会員、ボランティア会員、
その他一般市民、他協会、西宮市内の公民館、市民館、
図書館、市内の高校、大学など

◆インターネット掲載 当協会ホームページに1年間掲載

日本語  1,800部／英語  1,200部／中国語  900部／
韓国・朝鮮語  800部　【×4（年4回発行）】

色 価格 掲載回数

大：110mm×65mm 2色刷り 年額 40,000円
（団体会費20,000円含む）

年4回掲載
（6月、9月、12月、3月）

小： 65mm×65mm 2色刷り 年額 32,000円
（団体会費20,000円含む）

年4回掲載
（6月、9月、12月、3月）

御社の宣伝に！
イメージアップに！

▶広告掲載をご希望の方は、国際交流協会（0798）32-8680まで
　お気軽にお問い合わせください。 

国籍 人数 割合

西宮市総人口 482,693
外国人住民の割合 1.47％ 

韓国・朝鮮
中国
ベトナム
フィリピン
アメリカ
ネパール
台湾
ブラジル
その他84か国

計

※2022年5月現在 西宮市調べ
西宮市在住外国人の状況西宮市在住外国人の状況

イベントや災害情報など多言語で情報提供をします。

西宮市国際交流協会 (NIA)

お友達登録をお願いします

Facebook

3,171
1,269
772
249
224
198
139
128
939
7,089

44.73%
17.90%
10.89%
3.51%
3.16%
2.79%
1.96%
1.81%
13.25%
100％

◇ボランティア募集◇
当協会では、現在、次のようなボランティアを募集しています。
 ● 発送ボランティア：年４回「ふれあい通信」発送のた
めの封入作業です。

 ● 配布ボランティア：「ふれあい通信」を近隣の集客施
設等に配布していただきます。

 ● 中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、ベトナム語など
の通訳、翻訳ボランティア：簡単な日常会話の通訳
から、機関紙等の翻訳まで、さまざまなレベルのボラ
ンティアさんを探しています。

◇賛助会員募集◇
国際交流事業を推進するため、当協会へ
のご支援をお願いいたします。
 ● 年会費：団体／１口２０,０００円

個人／１口３,０００円
ボランティア／１口２,０００円

 ● 特　典：図書の無料貸し出し。 会議
室等の使用料割引。 協会主
催イベントの各種優先案内。
市内施設の入館料割引。


