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飯塚国際交流推進協議会とは？

飯塚市には、約1,200人の外国人が生活しています。近年では高校
でも留学生を多く受け入れており、市内には約130人の留学生が在住
しています。
このような中、国際都市飯塚を目指して、飯塚国際交流推進協議会で
は、「外国人の支援」「異文化の理解」「国際社会に向けた人づく
り」「国際社会に向けた地域づくり」の推進を目的に、地域に密着し
た活動を続けています。

飯塚国際交流推進協議会の大きな年間イベントの一つにお国料理教室があります。外国人のための

日本料理教室を１回、日本人のための外国料理教室を３回開催しています。外国料理教室の講師は、

留学生を含む飯塚在住の外国の方々です。本場の料理を作り、味わい、講師との会話を楽しむことに

より各国の文化に触れることができ、参加者にとても喜ばれています。

どの料理教室もすぐに申込みが定員に達し、キャンセル待ちをお願いしたり、またはお断りをして

いる状況です。もっと回数を増やしてほしいという要望も聞かれます。

2018年度も参加者に喜ばれる料理教室にしたいと思います。お国料理に関してのご要望やアイ

ディア、または自国の料理を教えたいという方のご連絡を待っています。

12月 日本料理教室 てんぷらとちらし寿司

９月 韓国料理教室 ビビンバとわかめスープ

６月 ブラジル料理教室 ムケッカとブリガデイロ

2月 ロシア料理教室 ピロシキと紅茶

料理教室・・・・・１p

主な活動内容・・・２p

会員団体紹介・・・３p

留学生紹介・・・・４p
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2017  飯塚国際交流推進協議会の主な活動

スピーチコンテスト2017

11月22日にイイヅカコミュニティセンターで

スピーチコンテストが開催されました。高校生

と予選会を通過してきた中学生が英語で、留学

生が日本語で素晴らしいスピーチを行い、小学

生の英語発表もあり、熱気あふれるコンテスト

でした。参加者数も増加しており、年々レベル

が上がっています。

ホームビジット

2017年度は１組の参加があり、７月16日に対

面式を行いました。飯塚市のイベントなどに参加

して、お子様も共に楽しい時間を過ごされたそう

です。今回参加されたパオさんは日本語が流暢な

ので、コミュニケーションはすべて日本語だった

そうです。

いいづか街道まつり お国料理バザー

11月22日コスモスコモン広場フードコーナーに

出店し、韓国、インドネシア、ロシア、ブラジル

の４カ国の料理を販売しました。前日からの準備

は大変でしたが、ボランティアの方にお手伝いい

ただき、４カ国共完売しました。各国の料理を紹

介することで、友好の輪が広がっていくことを

願っています。

スペイン語教室

10月から2月まで15回のスペイン語教室初級を開

催しました。ペルーの先生が言葉だけでなく毎回文

化や食べ物の紹介（実物）をするなど色々と工夫さ

れ、楽しい教室になっています。英語、韓国語、中

国語に加え、スペイン語も学習者が増え、国際理解

につながることを期待しています。

国際ひろば

飯塚市報（４月を除く偶数月号）に半ページのコラム（国際ひろば）を掲載しています。

協議会主催のイベントの紹介、在飯の外国人等国際交流に関連する人々の紹介などの情報を掲載してい

ます。掲載したい情報や紹介したい人物等ありましたら、お知らせください。
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台湾

現在の留学生の国と人数

インド
バングラデシュ
エジプト
マダガスカル

九州工業大学情報工学部飯塚キャンパスには現在79名の留学生が在校しています。留学生が九工大に

来てよかったと思ってもらえるよう、以下に紹介するイベントを含め、様々な取り組みをしています。

計 79名

２０１８年４月には、３０名を

超える留学生が九工大へ

入学してくる予定です。

皆様、今後共どうぞよろしく

お願いいたします。

１２月 もちつき６月・２月 茶道体験

５月 BBQ 千石峡
６月・２月 川柳と書道体験

３月 バス旅行 ぷーさんいちご園と柳川川下り １０月 バス旅行 みかん狩り
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親切と文化遺産の町、飯塚に住んで
私はタイから来たナタポン・ブンアトゥックです。
2015年から飯塚に住んでいます。飯塚はとてもよいと
ころで、飯塚を親切と文化遺産の町と呼びたいと思い
ます。
飯塚の人達はみんな私たちに親切です。例えば、私は
自転車を買わなくてもいいのです。地域の公民館で貸
してもらえます。他所でこのような留学生支援制度が
あると聞いたことはありません。
飯塚には独自の文化があります。私達留学生は、歴史
ある嘉穂劇場で歌舞伎を観ることができました。また
夏には「山笠」祭りに参加し、とても楽しかったで
す。素晴らしく感動する体験でした。
私は多くの人に飯塚を訪問してもらい、この親切さと
文化を体験してもらいたいと思います。

飯塚の人達
私はインドネシアから来たアルニです。家族と飯塚に
住んでいて九工大で勉強しています。
私の知る限りでは、飯塚の人はユニークな考え方をし
ています。グループとして行動し、議論を避け、大勢
に従い、良い関係を築こうとします。またとても礼儀
正しく、年上の人や外国人と話す時は、敬語で話しま
す。他人を気遣い、お互いに協力しようとします。私
は彼らから多くを学びました。
写真は、雪に驚き大喜びで外で遊んだ時のものです。

Living in Iizuka,

the city of kindness and culture ｈeritage

I am Natthaphon Bun-Athuek from Thailand.  I've

lived in Iizuka since 2015. I'm so happy to live in

Iizuka that I can call it the city of kindness and

culture heritage.

Most people living in Iizuka are very kind to us. For

example, I needn't buy a bike. I can borrow a bike

from the community. I've never heard of this kind of

international student support system anywhere.

Iizuka has unique culture. International students

had a chance to enjoy Kabuki play at Kaho-gekijo, a

theater with a long history or in summer we

participated in "Yamakasa" festival which was so

much fun. Amazing, exciting and impressing

experiences!

I want many people to visit Iizuka and enjoy the

kindness and the culture.

Unique character of the people in Iizuka

I'm Arnie from Indonesia, living in Iizuka with my

family and studying at KIT.　As far as I know, the

people in Iizuka have a unique way of thinking.

They prefer to act as a group and try to avoid

arguments and follow the majority to make good

relationships. They are also very polite and use

honorifics when they talk to elders or foreigners to

show their respect. They care about others and try to

cooperate with each other. I've learned a lot from

them.

The photo shows that we were amazed by the snow

and enjoyed playing outside.

当協議会では、各種事業を通して外国人と市民の交流促進を

図っています。

興味のある方は、ご参加ください。ご連絡をお待ちしています。

国際交流に興味のある方

あなたも参加しませんか？

【加盟団体】順不同

☆ボランティア団体☆

飯塚友情ネットワーク 留学生フロント

筑豊ＳＧＧ 飯塚トーストマスターズ

二瀬留学生支援センター

いいづか人材育成グループ｢ユリシス」

☆学校関係☆

九州工業大学情報工学部

近畿大学産業理工学部

飯塚高校

福岡県国際理解教育研究会筑豊支部

☆民間企業等☆

飯塚商工会議所 飯塚青年会議所

☆行政関係☆

二瀬公民館 飯塚市産学振興課

飯塚市地域政策課

【ご意見ご質問は】

飯塚国際交流推進協議会

事務局 飯塚市役所地域政策課

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

Tel: 0948-22-5500 （内線1342)

Fax: 0948-22-5754

Email: chiikiseisaku@city.iizuka.lg.jp

「飯塚に住んで」 九州工業大学留学生 ナタポン・ブンアトゥックさん、アンディ・アルニアティさん


