BULLETIN B0ARD
ホストファミリー募集

Host Families Wanted

モンテベロ市からの学生親善使節は、7月23日から8月12日の3週

Student Ambassadors from Montebello will spend three weeks from July 23 to August 12 in Ashiya this

間、芦屋市内に滞在します。そこで、ホームステイ
（約1週間）
を受け

summer, with families participating in the home stay program. We are looking for the host families who live

入れていただける市内の家庭を募集します。ホストファミリーとして

in Ashiya. This program will give you an opportunity to make a lifetime family by volunteering as a host family.

「一生ものの家族」を作りましょう。受け入れ家庭には一泊あたり

If you decide to accept being one, you will receive compensation of 3,000 yen for each night a student

3,000円の補助金をお支払いします。

ambassador stays at your home.

＜説明会＞

We will have an explanatory meeting for people who are interested. Look below for details;

日

時：5月19日（日）10：00〜12：00

Date & Time: May 19th(Sun.) 10：00-12：00

場

所：潮芦屋交流センター

Venue: Shio-Ashiya Exchange Center

受け入れに関心がある方、お気軽にご参加下さい。（要予約）

作って食べよう世界の料理
,
Let s Cook and Eat World Food

＜第144回＞イタリア編
日 時：4月22日(月）10：00〜14：00
講 師：ルカ・ステリーニ氏
メニュー： シーフードパスタ、アンチョビとカプレーゼ、
サーモンとブロッコリーのオムレツ、かぼちゃの
ティラミス
参加費：2,200円
満員御礼
＜第145回＞ネパール編
日 時：5月13日(月）10：00〜14：00
講 師：バティ 海野氏
メニュー：豆のスープ、キーマ豆カレー、ネパールの野菜サラダ
じゃがいものアチャル添え、ラッシー、チャイ
参加費：2,200円
予約受付：4月15日（金）9時〜
＜第146回＞初夏を味わう日本料理編
日 時：6月3日(月）10：00〜14：00
講 師：日下部 管子氏
メニュー：水無月豆腐のお吸い物、鮭のソテーとマッシュドグリ
ンピース、蓮根の袋煮、ゴボウとふきのとうご飯、
人参とラッキョウのドレッシング和え、よもき柏餅
参加費：2,200円
予約受付：5月16日（木）9時〜
いずれも
参加費：2,200円
場 所：潮芦屋交流センター
定 員：30名（要予約）
持ち物：食器用フキン、エプロン、筆記具
開催日２週間前から材料費分のキャンセル料1,700円が発生します。

<144th> Italian cuisine
Date and time：April 22nd (Mon.) 10:00-14:00
Instructor：Mr. Luca Stellini
Menu：Seafood pasta, Anchovy Caprese, Salmon and
broccoli omelet, Pumpkin tiramisu
Participation fee：2,200yen
<145th>Nepalese cuisine
Date and time：May 13th (Mon.) 10:00-14:00
Instructor：Ms. Bati Umino
Menu：Bean soup, Keema beans curry, Nepalese vege
table salad, Potato with achar, Lassi, Chai
Participation fee：2,200yen
★Application stars from 9:00 on April 15th(Mon.)

Please feel free to come and listen. (Reservation is required)

2019年度年会費納入のお願い
ACA会員の皆様へ
平素より当協会の活動にご理解ご協力を賜り感謝しております。
さて、皆様には
『2019年度年会費』の納入をお願い致してお
ります。
正会員

賛助会員

個

人：一口¥10,000

英語落語

RAKUGO in English
出
日

演：桂 福丸 氏
時：6月23日（日）13：30〜

入場料：（中学生以上）前売り1,000円、
当日1,200円
場 所：潮芦屋交流センター

団体・法人：一口¥15,000
個

人：一口 ¥3,000

団体・法人：一口¥15,000

お支払い方法は直接ＡＣＡへお越し頂くか、下記口座へお振
込をお願い致します。お振込の場合は、振込手数料のご負担を
お願い致します。

Performer：Mr.Fukumaru Katsura
Day and time：June 23rd(Sun.) 14:00Participation fee：advance ticket 1,000yen,
ticket sold on the day 1,200yen
Place：Shio-Ashiya Exhchange Center

Dear ACA Members
Thank you very much for supporting ACA and we
hope all is well with you.
We are pleased to inform you that we have been
collecting the annual membership fee for the current
year. If you have not paid it yet, please pay it soon.
Oﬃcial
Members
Auspice
Members

Individual：10,000yen
Group：15,000yen
Individual： 3,000yen

申し込み・お問い合わせ

Group：15,000yen

We would appreciate your continued support and
cooperation.
振込先：三井住友銀行 芦屋駅前支店
Bank： SMBC(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) Ashiya-ekimae
口座番号：普通 4208545
Account No.: Futsu 4208545
口座名義：NPO法人芦屋市国際交流協会
Account Name：NPO Houjin Ashiyashi Kokusai
Kouryu Kyokai

APPLICATION & INQUIRIES

認定NPO法人

芦屋市国際交流協会

Certiﬁed Ashiya Cosmopolitan Association(ACA)
〒659-0035 兵庫県芦屋市海洋町7番1号
7-1 Kaiyo-cho, Ashiya, Hyogo, JAPAN
TEL:0797-34-6340 FAX:0797-34-6341
URL http://www.npo-aca.jp
E-mail:aca@npo-aca.jp

受付時間 AM9:00〜PM5:30（水曜休み）
Reservation window AM9:00〜PM5:30（Wed. closed）

<146th> Enjoying Japanese early summer cuisine
Date and time：June 3rd (Mon.) 10:00-14:00
Instructor：Ms. Sugako Kusakabe
Menu：Salmon with Mashed Green Peas, Burdock and
Butterbur scape Rice, Carrot and pickled scallion
dressing, and others
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Participation fee：2,200yen
★Application stars from 9:00 on May 16th(Mon.)
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〒661-0978 尼崎市久々知西町2丁目11番11-907号
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企画デザイン・制作
チラシ・メニュー・リーフレット・DM はがき
名刺・封筒・案内状・はがき
ポスター・カレンダー・パッケージ・シール
会社案内・カタログ・冊子
（記念誌・俳句集等）印刷全般
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デザイン・印刷のことなら
「らびっと」におまかせ！
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Place：Shio-Ashiya Exchange Center
Participation Fee：2,200yen
Capacity：30 people (reservation required)
Things to bring：dish cloth, an apron, a pen and a memo pad
It takes a cansellation rate for two weeks of the date.
Please pay us 1,700yen as the cost of meterial.

クライアント様一人一人の思いやイメージを納得いくカタチに、納期が許す限りお互い納得のいく
デザインを制作しお届けします。お客さまに120% の満足を提供していきたいと思っています。

Hanshin Expressway
R3 Kobe Line
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認定 NPO 法人芦屋市国際交流協会
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