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【イベントを考える会】年度末にあたり「イベントを考える

会」のミーティングを振り返ると、毎回具体的な課題に向って

の活発な意見交換から始まり準備作業と続き、それを実行に移

すという流れの中での結果が形となる土台作りの場でした。な

んといっても、みんなの協力で盛り上がったバザーと忘年会は

楽しかったですよね！特に今期は「THANK's 創立 10 周年記念」

という大きなイベントの準備にも参加できた事によって

THANK's は立ち上げから理事の方々の相互協力による土台作り

の成果だと実感しました。土台作りの場「考える会」、いいです

ね。（ライ 令子） 

                    

【広報を考える会】発足以来、効果的な広報ができる

よう議論を重ね、THANK's にいろいろ提案をしてきまし

た。今までバラバラだった HP やチラシに載せる講座の

名称やロゴの言葉や文字の統一を手始めに、「基礎コ－

ス」「土曜講座」「見せます講座」のチラシ・ポスター案

を作成。資料配布先や HP の見直しも行いました。色々

な経歴を持った人たちが知恵やスキルを出し合って、さ

ながら企業の戦略会議？ それとも学生時代のクラブ活

動のノリ？でしょうか。あ～楽しかった！（鷹尾伏 緑）  

     〜🍂〜🍂〜🍂〜 THANK's 考える会 2014 年度の活動を振り返って 〜🍂〜🍂〜🍂〜 

 昨年 9 月より、3 つの「考える会」が発足しました。NPO 会員が自主的に楽しみながら THANK's の活動へ提案をします。 

「創立 10 周年記念の集い」 実行委員長 髙畑笙子 
2015 年 3 月 7 日「THANK's 創立 10 周年の集い」開催に当たりお世話になった方々を始 

め、外国人学習者、そして NPO 会員の皆様にご案内をしましたところ、会場の神戸倶 

楽部に 78 名ものご出席をいただきましたこと、THANK's にとって、この上ない喜び 

でした。「集い」は楽しい会であることは勿論、この機会が、協会設立趣旨の理解や 

会員の活動意識の向上に繋がればと考えていました。皆様の更なるご協力、ご活躍に 

期待しています。また、今回の「10 周年記念特集号」をお読みいただいた方々には、 

紙面から THANK's のパワーと楽しい雰囲気を感じて、活動に興味を持っていただく 

きっかけになれば幸いです。⇒2～3 面 

  

 

 ＜七夕の短冊を作りました！‐3面＞ 

創立 10 周年記念特集号 

【サロンを考える会】ワイワイガヤガヤ、自由闊達。そんな雰囲気の中での会議。意外とそれが功を奏してか、色々な

アイデアも生まれ、THANK's にもその都度、提案し、少しは貢献出来たのでは？と思っています。ただ、残念だったのは、

メンバー構成が、先生方中心でインストラクターの参加者が少なかった事です。最近目立ち始めた学習者のドタキャン対

策。外国人学習者の数が許容範囲を超えた場合の事前対策。それらに対して如何に知恵を絞りだすかが今後の課題です。

しかし大丈夫 “We can do!” （福井 悟）                      

 

                       

       

THANK's 創立 10 周年を迎えて 理事長 浅田まり 

10 周年！ 夢中で走り続けてきたので長かったというより、気付いたらこんなに多くの方が関わってくださるようになっ 

ていたんだなぁと、改めてその重みを感じています。10 周年の集いに参加し、THANK's の歴史を一つ一つ思い出しまし

たが、その 10 年を土台として、また新たな未来に向かって今度は皆で THANK's を作っていけたらと思います。 THANK's 

という共同体の中で、自分が貢献できることがあり、仲間と共に進んでいるという実感 

を持てるよう、仲間を増やし、楽しい THANK's にしていきましょう。 

 

http://www.npo-thanks.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 サロンでは、ふつうのボランティア

 の人が教えていると思っていまし

 た。でも、先生たちが勉強しながら

 教えてくださっていることがわかっ

 て、感動しました。たくさんの外国

 語のテキストはどうやって作った

 のか、知りたいです。私はうちが

 近いので、とてもラッキーです。

 でも、遠くても行くと思います。これからもよろしく

 お願いします。

金 恵子さん 

私は THANK'ｓのサロンで、一年半以上、 

 日本語を勉強しました。今年四月中旬

 ぐらいに東京へ引っ越すので、これ

 から THANK'ｓに来られなくなったのは、

 寂しいです。THANK'ｓは家族のようで

 良い思い出が沢山できました。初めて

 THANK'ｓに来た時、日本語が下手だっ

 たので、苦労しました。しかし、先生たちは

とても親切で、丁寧に教えてくれました。日本語の文

法、発音、日本の文化など、たくさんの知識を勉強で

 きました。

THANK'ｓでは、よくいろいろな活動が行われていま

す。日本語の遊びとか防災の知識を勉強することが

できました。今年、3月7日、私はTHANK'ｓ創立10周年

記念のつどいに参加できました。先生たちの言葉を

聞き、色々思い出し、とても感動しました。THANK'ｓの

先生たちは親切だし、熱心だし、会話しながらいろい

ろな話で、ストレス発散できたし、とても楽しかったで

す。これから東京でも日本語の勉強が続けられるよう

 頑張ります。

靳靳靳靳 愛蘭さん 

 THANK'ｓで一年三か月勉強して

 います。みなさん、やさしくて、とて

 もいいです。勉強の時間がちょうど

 いいです。私にとってマンツーマン

 レッスンはとても役に立ちます。

 漢字がむずかしいという人

が多いですが、グループレッ

スンのときも少しずつ書いて勉強したらいいと思い

ます。今のやりかたは悪くないけど、大きいタブレッ

トなども使って教えたら、もっと面白くなるんじゃな

。 いかな

 2015 年 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

累積講座受講者数  151 人            325 人             373 人              442 人              512 人              584 人              634 人              681 人              723 人             849 人 

2005 年 １ 月 21 日 NPO 法人認可 

2005 年 7 月 兵庫県国際交流協会 NGO 支援室に移転 2009 年 9 月 神戸市立海外移住と文化の交流センターに移転 2013 年 3 月 HAT 神戸に移転 

         創立１０周年を迎えて！   
2005 年 4 月 神戸システムプロダクツ内に事務所を借りる 

 わたし達は、もう 6年ぐらい

、 日本語を勉強していますが

 この前の１０周年のパーティー

 で、ビデオを見て、THANK’s

 のいろいろな苦労がわかり

 ました。わたしは、サロンの

 先生方が、教え方の勉強を

してから、わたし達に教えていることを全然知りませ

んでした。パーティーでそれがわかって、とても感謝

しています。今まで、ひらがなやカタカナ、漢字、それ

から文化も教えてもらいました。これからもずっと日

 本語を勉強したいです。（恵子）

白川恵子さん・歳一さん 

2005/4 

神戸システムプロダクツ 

2005/7 

兵庫県国際交流協会 

2008/10 御影サロンオープン 

2013/3 HAT 神戸 

にほんご交流サロンオープン 

2009/9 神戸市立海外移住と 

文化の交流センター 

 日本に来たとき、日本語を上手に

 なりたいと思いました。サロンで

 学ぶ日本語がとても毎日の生活に

 役に立ちます。とくに、個人レッスン

 で、日本語が早く上手になり、楽し

 いです。よろしくお願いします。

エリザベス ハービストさん 

 

2015 年 3 月 7 日 

居合抜き 

アブドリーラ 

アラルシェイクさん 

にほんご交流サロンオープン 

ハーモニカ演奏 

イワン 

クロンホッファーさん 

セルヒオ ムニョスさん 

 THANK’s 創立 10周年記念パー

 ティーに学習者として参加できて

 光栄でした。THANK’s の由来から

 今までのことがいろいろ紹介され

 て、もっとわかるようになりました。

 先生たちはほんとうに心が温かい

 ですね。あらためて深く感じました。

 これからも「にほんごサロン」に楽しく通います。

 どうぞよろしくお願いいたします。

戴 麗麗さん 
              時岡 深雪・ 十周年 サロンの笑顔で 広がる人の輪  

 ・ 櫻の芽 サンクス発信 世界の輪
サンクスや 人の集まる 梅の下                        須藤 慎

 ・ THANK’s の 人の輪が広がり 10 周年
            原田ルイコ 人の輪が 支え広がり 10 周年

・ サンクスから 広がる日本語  近づく世界
          尾﨑 淳子 人に伝え 改めて知る 正しい日本語

 ・ えがお咲く サロンに生きがい いつまでも
 花ひらく 学びを生かす こころざし

 生きがいは 笑顔こぼれる 学びの場
         繁治佳代子 なりたいな ステキな仲間 いきいきと

  ・ ～サンクス讃歌～
 北野なる 外国人の倶楽部にて サンクス 10 周年を 祝うかな

 七人の 女侍 核となり こころざし 高きリーダー 増やしつつ
 ああ、見事かな ぶれない目標 たゆまぬ努力 永久に続かん

                             羽井佐緋小夜 我らがサンクス 

来賓 木山恒彦氏 

来賓 中村順子氏 

会場：神戸外国倶楽部 (Kobe Club) 
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編集後記： THANK's では活動を支えてくださる新規 NPO 会員のご入会をお待ちしています。 「かもめ」が出会いの場･学び

の場･励みの場としてのTHANK'sのご紹介となれば幸いです。 今回より年一回の発行となります。よろしくお願いします。（Ｈ）  

                  

 

ご支援を。さらにお役に立つ存在になるよう努めてまいります。今号から「かもめ」は年 1 回の発行となります。 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
講座の予定 （日本語の教え方《THANK’s メソッド》を学んでみませんか）      にほんご交流サロン （日本語教室） 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

月 

・ 

水 

10:00～11:00 
グループレッスン 

(プロ講師) 

11:00～11:30 ティータイム 

11:30～12:00 
マンツーマン 

レッスン 

日 

10:00～11:30 
マンツーマン 

レッスン 

11:30～12:00 ティータイム 

各 

月 

第４週の月・水・日 

10:30～12:00 
にほんごで 

遊ぼう 

THANK’sからのお知らせ  

 

 

教え方講座 

出張講座 

第 11 回総会 : 日時 5月 23 日（土）11 時～12時   場所 HAT 神戸・灘の浜 なぎさ地域福祉センター集会所 

学びの講座 

2014年度のうごき  

参加イベント                ・文化庁事例発表ポスターセッション 

西日本で選ばれた 11 団体の１つとして、THANK’s のテキスト・ 

指導書・教え方・サロンの活動をポスターで発表し好評を 

得ました。（10/25）大阪 

 詳細は当協会へお問い合わせいただくか、 

 ホームページをご覧ください。 

 

 

（文化庁委託事業） 

初級会話テキスト用『練習帳』、『生活漢字』に 

引き続き、『生活 カタカナ』を作成しました。 

文化庁ホームページからダウンロードできます。 

新教材作成 

にほんごで遊ぼう 

 

2015 年 4 月の「にほんごで遊ぼ

う」は、「おにぎりをつくろう！」

でした。おにぎり作りは初めての

人も多く、外国人学習者の子ども

さんやインストラクター、講師が参

加しました。「おにぎらず」のパフォ

ーマンスもあり、作ってよし、食

べてよしの一日でした。 

・三田ブラッシュアップ講座(12/1) 

・ＫＩＣＣサポーター養成講座（1/13～2/24 全 7 回） 

・京田辺ふれあいネットボランティア研修会(2/24) 

・基礎コース 2 回 

・実践コース 2 回 

・達人養成コース 

・「見せます」講座(4 月) 

・土曜講座（9 月～3 月 全 7 回） 

講座風景 

 達人養成コース

2015年度のよてい  

  🌷〜 🌷 🌷〜 🌷 ご寄付のお願い  
日頃から THANK’s の活動へのご理解、ご協力ありがとう

ございます。 

THANK’s の活動は事業収入・会費・寄付･助成金等で運営

されています。THANK’sにほんご広場の維持管理に皆さ

まのご支援が不可欠です。 

昨年度は合計 286,744 円のご寄付をいただきました。 

皆さまのご支援に感謝申し上げます。 

今年度も皆さまのご寄付を是非よろしく 
お願いいたします。 

 サロン見学自由！

 ぜひお越しください！

出張講座 （ご希望の方はお問い合わせ下さい） 

・三田国際交流協会日本語ボランティア養成講座（5/31～6/27全 5回） 

・KICCサポーター養成講座（6/18～7/30 全 7回） 
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