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ゲストを前に担当者が調理の手順などを説明 

「こう握って、こう挟んで…」。会員の

指導で次々、手巻きずしなどが完成 

2016・3・19 

IINの真価を発揮 
大阪医科大留学生らとのランチ交流会 

＆土曜例会開催 

7か国の留学生などと料理作りや懇談で交流  
             

IIN では 3 月 19 日、大阪医

科大学などで学ぶ留学生と

外国人ゲストと一緒にラン

チを作り、会食を楽しむ「ラ

ンチ交流会」を茨木市のロ

ーズワムで開きました。外

国人出席者19人と IIN会員

26 人ほどが料理工房で一

緒におにぎり、手巻きずし、

おでんを作った後、グルー

プに分かれて食事をしなが

ら英語で懇談。午後からは、

着物姿に着替えた学生らとともに、土曜例会のトークも楽しみました。日本のおもてな

しの心と文化に触れ、日本を含め 8 か国の人たちが国際色豊かに歓談。宴のあと外国人

から感謝の言葉をたくさん、頂戴しました。IIN の本領を発揮した交流会と言えそうです。 

 

外国人の参加は、留学生が 11 人で、内訳は

大阪医科大（韓国 4 人、タイ 2 人）。立命館

大（インドネシア 2 人、カンボジア、米国各

1 人）、阪大（１人）。それに、これまで IIN で

の講演などを通じてつながりのある米国人と

フィリピン人計 8人。このなかには 7 歳と 8

歳のかわいい子供の参加もありました。 

IIN の側は 26人ほどで対応。前日に材料を買いそろえて大

根の下煮、ゆで卵づくりなどの事前準備。当日は午前 10 時

に集合し、食器消毒などの後、調理にかかりました。 

 

1 時間後、留学生とゲストが到着すると、説明の後、班

分けをして、おにぎりづくりからスタート。外国人たちは、

ご飯を三角形に握ったり、末広がりに海苔を巻くなど、会

員の手つきを参考に挑戦しました。 

なかには思い通りにできない人もいたようですが、みんな

楽しそうで、できあがった味には「おいしい」と満足の笑
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食事と歓談の時を楽しむ参加者たち 

たくさんの着物を入念にチェック 

みを浮かべていました。イスラム教徒の女性たちも参加しており、食べてはいけない物

にも配慮されていました。 

食事の後は、外国人の希望者が着物の着付けをしてもらい、自己紹介を行った後、その

まま、土曜例会に移り、フリートーキング。自国の風俗・習慣、現状などを説明したり、

質問したりで学び合いました。 

 

着物を着ることを希望した外国人は 17 人。付属の小

物が多い着物は、1 点足らなくても着られないだけに、

担当者は繰り返し、事前チェック。料理工房に隣接する

和室が狭かっただけに、担当者は汗だくで着付けを行い

ましたが、華やかな着物姿に変身した女性たちのうれし

そうな笑顔に、疲れを癒された様子でした。 

 

留学生らとのランチ交流会は昨年に続き 2 回目。IIN

の役員と大阪

医科大学のコ

ーディネータ

から、多様な交

流を求める積

極的な意見が

出て、始めたも

の。 

前回の反省

点を改善し、事前に決められた多くの手順を、それ

ぞれの担当者が責任をもって手際よく時間内に処理しました。自画自賛のようですが、小さな

トラブルには臨機応変に対応し、結束力で楽しい交

流・親善のひと時をつくり出しました。 

 

参加した外国人ゲストに短い感想を書いていただ

きました。たくさんのお礼・感謝の言葉とともに、

交流の楽しさなどが綴られていました。一部を拾っ

て紹介します。 

 

・I really enjoyed the cooking activities today. 

Everybody here are so nice and friendly. 

 

・ I love everything about the program! 

Arigatou Gozaimasita! Thank you for the 

warm welcome!  Its truly a memorable 

experience ♥  Meeting people from different 

walks of life is a very enriching experience. 

 

・The food was good and people were 

extreamely nice. 
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着物姿のゲストたちが 1 分間の自己紹介 

午後からの例会参加組も加わってみんなで記念撮影 

・I have so much fun joining this event. The foods, kimono and discussions are 

interesting. .I am very appreciate that the commitess prepare halal food also. 

 

・I think this experience 

makes my impression to 

Japan better. I realy 

enjoyed talking with people 

especially. I also learned the 

other countries as well as 

Japan.Thank you. 

 

・ The favorite thing 

about todays visit  was 

KIMONO!  I always 

wanted to try on beautiful 

kimono and I am very 

thankful for the opportunity. 

  

・I did not know what to expect , but I was pleased to meet so many kind, sweet 

people.  I am very much looking forward to visiting again． 

 

・I also enjoyed talking with foreigners from Cambodia, Thailand, China, Korea, 

Indonesia and the US. Thank you very much!  Otsukaresamadeshita!   

・IIN is such a blessing to me. 

 


