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データでみるいしかわ

石川県国際交流協会が運営する「いしかわ同窓会」は、石川県に留学、研修、仕事などで滞在したことのある外国人を

会員としたネットワークシステムです。会員には、同窓会ニュースレター「Alumni News」やe-mailニュース「e-

ishikawa@」、ホームページ上のIshikawa Linkで石川県の最新情報を提供。また、同窓会会員の近況報告なども情報発信

し、会員と石川県との交流や、石川県を縁とした会員相互の交流を促進しています。

平成10年度に発足したこの「いしかわ同窓会」ですが、平成17年3月末現在の総会員数は70カ国1,801名を数えます。

いしかわ同窓会いしかわ同窓会
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日本語研修
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留学
19％

JETプログラム 1％
その他 3％

いしかわ同窓会のホームページでは、Message Boardを利用して、帰国後も石川県に愛着を持ち

続けている外国人の方々と交流を深めたり、情報を交換することができます。是非ご利用ください。

ホームページアドレス http://iaa.ifie.or.jp/

また、日本語版のホームページも開設しましたので、是非こちらにもアクセスしてみてください。

日本語版ホームページアドレス http://iaa.ifie.or.jp/j/

いしかわ同窓会会員数の推移

アメリカ
17.2％

その他
（60カ国）
22.3％

中国
14.0％

韓国
13.1％

オーストラリア
8.6％イタリア 6.3％

スイス 5.3％

イギリス 4.4％

ドイツ 2.8％

スウェーデン
2.2％

フィリピン
1.7％

無記入 1.3％

複数国籍者 0.8％

国籍別会員の割合（H17年3月末現在） 来県目的
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IFIE PLANETいしかわの国際交流団体

視察団訪越が設立のきっかけ

今回ご紹介する国際交流団体は、
北陸ベトナム友好協会。ベトナム
との友好交流を推進する目的で設
立され、特にベトナムにおける日
本語教育の普及、修学困難児童に
対する奨学金支援（里親ボランテ
ィア活動）を始め、ベトナムから
の留学生の支援、北陸におけるベ
トナム語の普及（ベトナム語講座

開設）を目的とした活動を行っています。
設立は1995年1月。同協会会長の林氏らが、1994年秋に

ベトナム・ホーチミン市への視察団を結成したことがきっかけ
でした。当時、関西－ホーチミンの定期便を利用し、実際に赴
いた現地では、学校に行けない子供たちやベトナム戦争被災者
の現状を目の当たりにし、ボランティア団体の設立を決意。同
視察団有志が呼び掛け人となり、北陸ベトナム友好協会が組織
されました。現在、同協会に登録する里親ボランティアの数は
約160名。ベトナムの児童生徒に奨学金を送っています。

10周年を節目に交流行事を拡大

北陸ベトナム友好協会では、奨学
金による支援等、国際協力活動のほ
か、日本とベトナムの相互理解を深
めようと、市民との交流イベントを
開催しています。ベトナム最大の年
中行事「テト」と呼ばれる旧正月に
合わせ、毎年2月にベトナム人留学
生が母国の料理でもてなす日本・ベ
トナム市民交流のつどいを開催してきました。しかし、１日だ
けでは市民と留学生らが触れ合う時間が十分でなかったこと、
設立10周年を迎える節目の年でもあることから、今年は日程
を2日間に拡大し、１日目にはベトナム料理実習のつどい、2
日目には留学生を囲む日越フォーラムを開催することになりま
した。
このうち、ベトナム料理実習のつどいは2月19日に金沢市長

町研修館で開かれ、参加者25名がベトナム料理作りに挑戦し
ました。講師を務めたのは、県内で学ぶベトナムからの留学生
や企業研修生ら5名。当初は3名の方に講師をお願いしていた
のが、講師たちの声かけにより自分も交流のつどいに参加した
いという同じくベトナム出身の学生が当日飛び入りで参加しま

した。
そもそも、この日本・ベトナム市

民交流のつどいは、ふるさとで楽し
く過ごすはずのテトの時期に、異国
の地でテトを思うベトナム人留学生
らの心情を察し、里親ボランティア
とベトナム人留学生との交流の機会
を設けようと始められたもの。「留

県内各地の国際交流団体を訪ね、その活躍ぶりを紹介するシリーズ・いしかわの国際交流団体。今回ご紹介するのは北陸ベトナム友好協会です。

学生同士の口コミにより、当日の参加者が予定より増えること
はよくあること。」と、北陸ベトナム友好協会事務局長の吉田
さんが話してくれたように、留学生にとって楽しみな行事の一
つであり、主催者側もこれを機に交流の輪が広がることを大変
喜んでいる様子でした。
この日は、ネム・ザン（揚げ春巻き）、フォー・ガー（ハノ

イ風米麺）、チェ・ダゥ・ドゥ（フエ味ぜんざい）のベトナム
を代表する料理3品を調理。講師として料理の作り方を指導す
る留学生たちの生き生きとした姿が印象的でした。また、翌日
のフォーラムで試食品としてふるまわれるテトに欠かせないご
馳走バイン・チュン（豚肉入り餅）づくりも同時進行で行われ
ていました。

日越友好の発展を願って

翌2月20日には、同じく金沢市長
町研修館で日越フォーラムが開か
れ、ハノイ出身のホー・ツー・バオ
北陸先端科学技術大学院大学教授に
よる「日越交流10有余年を振り返
って…、留学生たちの果たした役割」
と題した講演や、里親ボランティア
らによる「市民レベルの日越交流の
発展を願って」をテーマとした意見
交換会が行われました。また、ベト
ナムコーヒーによるブレークタイム
をはさんだ後、日越音楽交流では日
本・ベトナム両国の楽曲が演奏され
るなど、さまざまな形で日越友好の
発展を願った行事となりました。
この他、同協会では、ベトナム語

講座を年に3期実施しています。最
近では人気の海外旅行先となったベ
トナムの言葉はもちろん、観光の予
備知識、生活、文化などについても
楽しく学べるベトナム語会話基本講
座です。5月7日から第１期を開講
しますので、この貴重な機会を利用して、ベトナムについて学
んでみてはいかがでしょうか。

設立年：１９９５年１月
代表者：会長　林　敦

＜事務局連絡先＞
〒920-0847
金沢市堀川町25-5

（電話）076-233-2366

団体プロフィール

留学生が講師としてベトナム料
理を手ほどき

バイン・チュンづくりは約８時
間の長丁場

記念講演の様子

意見交換会で発言するパネラー
の皆さん

イベントを締めくくる日越音楽交流

【期　間】平成１７年５月７日から７月１６日の間の
毎週土曜日全１０回（予備日を含む）

【時　間】午後１時３０分～午後３時
【場　所】石川県生涯学習センター教室

金沢市広坂２－１－１　石川県広坂庁舎１号館
【講　師】ベトナム人留学生
【参加費】６，５００円（テキスト代含む）
【定　員】１６名
【問合せ先】北陸ベトナム友好協会

ＴＥＬ．０７６－２３３－２３６６

ベトナム語講座のご案内
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拝見！石川の国際交流

「生きた英語を学びたいけど、話せないから英会話学校に通
うのも不安…」、「外国人と交流するのって英語ができないとダ
メでしょ？」、「英語を話せるようになりたいけど何から始めれ
ばいいかわからない…」等々、思っている方多いのではないで
しょうか？そんな方々に誰でも気軽に参加できる英会話教室を
紹介します。

■■■教室開設のきっかけは？
毎週水曜日にかほく市ふれあい館で開かれている『かほく市

英会話教室』。講師はかほく市の国際交流員（CIR）ジェイムズ
さんと、同じくかほく市の学校で外国語指導助手（ALT）とし
て働くジェイソンさん、リードさんの3人。ジェイムズさんは、
大阪で2年間英語を教えてきた自身の経験を生かすとともに、
独自のスタイルでクラスを開いてみたいと思い、また、ジェイ
ソンさんとリードさんは学校外で教える機会を持ちたいと思っ
たのが、この英会話教室を開設するきっかけとなったそうです。
みんなで楽しむことを前提に開設されているこの教室では、よ
り多くの人に他の国の文化を体感し、共有する機会を持ってもら
い、視点を変えることによって国際理解度向上につながることを
期待。また、市民同士の新しい出会いの場や英語を楽しんで学べ
る場として活用してもらうことも目的の一つだそうです。

今回の授業内容は次のとおりでした。

毎回、一つのテーマやトピ
ックスを元に授業が進められ、
今回の題材は映画。前半は好
きな映画や映画の種類、俳優
等をみんなで話し合い、後半
に入るとレベル別の授業が行
われました。初級クラスでは、
2人ペアになってお互いに「好きな映画は何ですか？どうして？」
の練習を繰り返し、“映画”を違う言葉に置き換えて「好きな○
○は何ですか？」の質問の仕方を学びました。上級クラスでは、
『シンプソン』を観た後、日本とのユーモアの感覚の違いや、日
本のアニメと比較する等、より幅広い視野での映画についての会
話をしました。発音練習やゲームを交えることによって、教室内
に楽しくリラックスした明るい雰囲気が生まれ、3人の先生のそ
れぞれ違ったスタイルも、学ぶ上でとても魅力的に感じました。

■■■英語に触れる楽しさを実感
参加者の方々に教室に参加したきっかけや感想を聞いてみる

と、50歳代の女性は、「昔、英会話をやっていて、友達から誘
われたのがきっかけで通い始めました。LとRの発音の違いを教

＊19:00-19:45 イングリッシュサロン（映画について）

＊19:45-20:30 フォニックス（英語の綴り字と発音と

の関係を教える授業法）での発音練

習＆ゲーム

（休　憩）

＊20:40-22:00 初級・上級に分かれての授業

わるなど、本当の発音を聞けるのがいいですね。英語が聞き取
れないときでも、ゲームをしたり周りの様子を見る中で内容を
理解していけるので、全くわからなくなることはありません。」
と。そして、一緒に参加している別の女性は、「楽しみながら自
然に英語に慣れていけるのがこの教室の良さです。」と話してく
れました。また、かほく市の広報を見て参加し始めたという20
歳代の女性は、「教室の時間が19:00～22:00までと長いので、
仕事が終わってからでも間に合うのがいいです。幅広い世代の
人が参加していて、いろんな人と話をできるので楽しいです。
教室は英語ばかりではないので、気を張らずに入っていきやす
いです。」と話してくれました。授業中の雰囲気や参加者の声か
らも、3人の講師の工夫を凝らしながら作る教室の楽しさや溶
け込みやすい雰囲気が伝わってきました。

■■■楽しみながら学ぶことが上達への近道
ジェイムズさんに英語を学ぶ人へのアドバイスを伺ったとこ

ろ、「英語を学ぶ上で最善の方法は英語を使うこと。何であれ、
学ぶことには時間がかかるもの。映画や英語番組を観たり、ラ
ジオを聴いたり、手紙を書いたり、ネイティブスピーカーとの
交流を持つことによって徐々に上達できます。また、趣味や好
きなスポーツ、音楽等、自分の好きなことを通じて学ぶことも
効果的でかつ持続できるコツ。英語を学ぶ皆さんには是非楽し
みながら学んでもらいたいですね。あと、間違えることを恐れ
ないで。むしろ間違いからも多くを学べるんですよ。」と答えて

くれました。また、国際交流
は言語を話すことだけでなく、
身振りや表現や行動、または
独創力を通してもできること
を知ってもらいたいと話して
くれました。

今の英会話教室は4月6日で一旦終了。毎週水曜日の教室を楽
しみにしている生徒の要望もあって、今は次の教室に向けて構想
中。今夏または今秋から教室を再開する予定だが、それまでの間
は単発的に旅行英語や映画会等の授業を行うことも考案中だそ
う。英会話教室について3人で話し合う時間を多く設け、アイデ
アを持ち合い、常に教室の向上を目指す姿勢には、英会話教室を
超えた国際交流に対する強い気持ちもうかがえました。教科書や
参考書での勉強の仕方を捨て、他の教室にはないアイデアを取り
入れることは、生徒にはとても魅力的に感じるはず。先生3人の
アイデアが豊富なだけに、今後の教室も期待大ですね。

初級クラスでの授業

左から、ジェイムズさん、ジェイソンさん、リードさん

和やかな雰囲気のイングリッシュサロン
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『…戦争はひとのこころのな
かでうまれるものであるから、
人の心の中に平和の砦を築かな
ければならない。』ユネスコ憲章
文言を胸に“すべての人に文字を”
というスローガンを掲げ、石川県ユ
ネスコ協会主催による「第12回ユネ
スコチャリティー・コンサート」が3
月5日土曜日、エルフ金沢（北電ビル）
ホールにて行われました。 
例年開催されるこのチャリティー・コ
ンサートの収益金は、「書き損じ葉書
キャンペーン」の収益金と共に、ユネ
スコの世界寺子屋運動の支援にあてら
れます。この寺子屋運動とは、開発途
上国で学校に通えない子供たちの識字
教育を支援するもの。コンサートに入
る前に、金沢市内の長田町小学校と扇
台小学校に「書き損じ葉書キャンペーン」
の感謝状と記念品が贈呈されました。 
その後チャリティー・コンサートに移
り、今回はアンサンブル金沢クラリ
ネット奏者の遠藤文江さんと、昨年
に続きピアノ奏者の鶴見彩さんがご
出演され、今回が初共演とは思え
ない程、お互い息を合わせ演奏し
ていました。 
 後半に入る前の休憩時間を利用
し、小学生たちによる“ぼく
たちわたしたちのDプロジ
ェクト”と題した発表が
行われました。 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
オリジナルポスターを掲げ、「多
くの葉書が集まりとても嬉しか
った。」、「世界の人々が字を読
めるようになり、環境が良くなれ
ば嬉しい。」と発表し、観客から多
くの拍手が送られていました。 
後半では、遠藤さんと鶴見さんの楽
しいトークも聞くことができ、途中か
らは雰囲気を変えて日本の歌を演奏。
日本人で初めてオペラや交響曲を広め
た作曲家・山田耕作氏の『この道』、『浜
辺の歌』や、最近の曲から『涙そうそう』
を、クラリネットとピアノで見事に演奏
されました。最後のポーランド民謡クラ
リネット・ポルカでは、リズミカルな演
奏に、体をゆすってリズムをとっている
観客も見受けられました。この日の来場
者は約150名。午後の一時を美しい名
曲の数々で過ごし、心ゆくまで楽しん
だ様子でした。 
ユネスコ協会の高柳事務局長は、「今
年もチャリティー・コンサートを開催
できて良かった。来年も同様に、チ
ャリティー・コンサートを計画して
いますので、よろしくお願いしま
す。」と話し、演奏した鶴見さん
と遠藤さんは、「音楽を通して
何かに役立てたら嬉しいです。
語りかけるような音のメッセ
ージで人々の心の中に平和
の砦を築いて欲しい。」
と話してくださいまし
た。 

3月13日日曜日、小松市国際交流協会の主催により、「いた
だきます！世界の料理」と題したイベントが、小松市の第一地
区コミュニティセンター調理室で開催されました。
講師は、小松市内の小中学校で勤務するＡＬＴのレイチェル

さんとマーガレットさん。この日のメニューは、講師のお二人
に得意料理をお願いしたところ、“タコス”と“チーズ入りナ
チョス”の2品のほか、タコスにぴったりのアボガドソース
“ガカモーレ”を合わせて紹介してくれました。

同協会では、今回のように外国
人講師を迎え、世界の料理を紹介
するイベントを、3年前から年2～
3回のペースで開催。このイベント
では、世界の料理をつくるだけで
なく、講師の出身国についても学

んでもらおうと、クイズ形式など、
毎回さまざまに母国紹介を行い、
参加者との交流を深めています。
料理を媒介にすることで、気軽に
世界各国の人々と触れ合う機会を
持つことができ、その国を身近に
感じることができるようです。
このイベントは、平成17年度も

引き続き開催する予定。新たに日
本人が講師となって、在住外国人
に料理を紹介する企画も検討され
ているとのこと。今年度も小松市
国際交流協会から、楽しい交流イ
ベントが続々と登場しそうですね。
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2月11日から13日
まで、石川国際交流サ
ロンにおいて、「国際
交流サロン冬祭り」が
開催されました。「フ
ードピア金沢2005」
の協賛事業として実施
したこのイベントで
は、石川県の友好交流

地域であるロシア・イルクーツク州、中国・江蘇省、韓国・全
羅北道の食文化を紹介する多彩な催しが行われました。
中国茶の実演とミニ講演会では、中国料理店「菜香樓」総支

配人の魏賢任
ぎ け ん に ん

氏が、中国茶の飲み方や、種類、効能をわかりや
すく紹介してくれました。参加者たちは、中国茶の飲み方が男
女で異なることを説明され、実際に蓋碗（フタ付き碗）に入っ
た花茶を中国式の飲み方で味わってみたり、工夫茶といわれる

手間ひまをかけてお茶
を飲むおもてなしの方
法で幻の岩茶が振る舞
われると、豊かな香り
とともにお茶の味を楽
しんでいました。
この他、サロンコンサ
ート「ザ・邦楽」では、
和楽器の演奏集団「天籟

てんらい

舎
しゃ

」による琵琶、尺八、
笛などのすばらしい演奏が披露され、国際茶房では、ロシア、中国、
韓国の国際交流員や留学生らが各地域のお茶でもてなすなど、国際
交流サロンはにぎやかな3日間となりました。
この石川国際交流サロンは、県民と外国人との異文化交流の場と
して親しまれており、自由にご入館いただくことができます。皆さ
んも是非一度お立ち寄りください。（詳しくは本誌巻末を参照。）

国際茶房の様子。左から韓国、ロシア、中国のテーブル。各国のお茶がふるまわれました。

中国茶の飲み方を説明する魏賢任氏。 天籟舎による邦楽コンサート。美しい冬景色の庭
園を背景にすばらしい演奏が披露されました。

ギャラリーでは、ロシア、中国、韓国の「食と暮
らし」写真展を実施。各国の茶器も展示しました。

今年も県国際交流センター（リファーレ4階）において、外
国人日本語スピーチコンテストならびに英語スピーチコンテス
トが行われ、参加者は日頃の学習の成果を発表しました。
1月29日に行われた県内在住の外国人による日本語スピーチ

コンテストには、北陸大学に在籍する中国人留学生8名が参加
し、様々なテーマでスピーチしました。このうち「中国の青少

年教育に思うこと」と題して日本と比較しながら中国の教育事
情について話した北陸大学の李鵬さんが最高賞の県知事賞に選
ばれました。
また、1月30日に行われた英語スピーチコンテストには、高

校生部門に19名が、社会人部門に2名が参加し、それぞれ熱弁
をふるいました。

外国人日本語スピーチコンテスト受賞者の皆さん（敬称略）
県 知 事 賞 李 鵬（リ ホウ）
県教育委員会賞 黄 卉（コウ キ）
県国際交流協会理事長賞 禹 静菲（ウ セイヒ）
優 秀 賞 周 （リ レイ）

林 緑（リン リョク）

英語スピーチコンテスト受賞者の皆さん（敬称略）
【高校生部門】
県 知 事 賞 中川恵美里（北陸学院２年）
県教育委員会賞 新村 仁英（金沢二水１年）
県国際交流協会理事長賞 松村 瑠璃（金沢泉丘２年）
優 秀 賞 中坪 利裕（金沢桜丘２年）

上口 聖人（金沢辰巳丘２年）

英語スピーチコンテスト受賞者の皆さん（敬称略）
【社会人部門】
県 知 事 賞 久保 朱里
県教育委員会賞 松田 了三
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IFIE PLANET

平成16年度全７回が終了  

石川県国際交流員７名が講師をつとめた国際料理教室。毎回、参加者が20名の定員に達する好評ぶりでした。食文化を通し
てその国の特色があらわれていましたね。

講師は中国の国際交流員 問
もん

嵩卉
す う き

。
この日は、中国の伝統的な春節（旧正月）料理である「水餃子」のほか、「中

国風きゅうりの和え物」、「トマトと卵のスープ」を紹介してくれました。
中国では、古代の紙幣「交子」と発音が似ているので、餃子を食べることは

縁起が良いと考えられており、年間行事の中で中国の人が最も大切にしている
春節の前夜になると、多くの家庭で家族みんなが集まって餃子を食べます。
今年の春節は2月9日。一足早く中国の旧正月気分をみんなで味わいました。

第６回 中国料理　１月２９日土曜日

第７回 カナダ料理　２月２６日日曜日

講師はカナダの国際交流員 スティーヴン・ファン。
この日のメニューは、「シーフード・チャウダー」、「クリーミー・コールスロ
ー」、「ローストサーモン」の3品。シーフードをふんだんに使った料理に参加者
たちは大感激！
普段はあまり料理をしないというスティーヴンでしたが、この日のために同じ
くカナダ出身の金沢市ALTフランクと一緒に練習を重ね、平成16年度最後の料
理教室を成功のうちに締めくくることができました。

2月23日（水）・27日（日）の両日、「海外留学セミナー・
JICAボランティア特別説明会」がJICA北陸支部と共催で開催
され、留学経験者ボランティア・青年海外協力隊OBらが、自
らの海外生活体験談を交え、留学、ワーキングホリデー、海外
ボランティアに関するアドバイスを行いました。
参加者からは、「実際に行った方の話を聞いて、行きたい気

持ちが高まりました。」、「今までなかなか知ることの出来なか
った情報を得ることができました。」などの声が聞かれ、日頃
の疑問や不安を解消できた様子。
また、「何を聞いたらいいのかわからない状態なので、セミナ

ーを聞けて良かったです。」、「個別カウンセリングでお話を伺う
と、とても丁寧に答えていただき参考になりました。」など、海
外生活に興味のある参加者の皆さんにとって、経験者の話を直接
聞くことのできる貴重な情報収集の場となったようです。

個別カウンセリングの会場で
は、来場者が留学経験者らに
さまざまな質問を投げかけて
いました。

はじめての留学、アメリカ留学、
ワーキングホリデーのテーマ別
に、パネルディスカッション形
式でセミナーを行いました。

石川県国際交流協会では、年２回相談会を開催する以外にも、相談窓口を設置し、
留学や海外ボランティアに関するご相談にお応えしています。

■受 付 時 間 9:00～12:00、13:00～16:30
■受付可能な日 お電話でお問い合わせください。
■費 用 無料
■問 合 せ 先 石川県国際交流協会 留学相談担当

TEL.076-262-5932

留学相談
窓口を

設置して
います
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CIR（国際交流員）のページ

てくてくてくてくてくてくてくてく石川 石川 石川 石川 
外国人の視点か

らふるさと再発
見！ 

第９回　加 賀 地 区  第９回　加 賀 地 区  

加賀フルーツランドで。ネリ(左)とナンシー(右)

加賀地区の観光名所を紹介
加賀エリアといえば歴史がたくさんあり、伝統工芸が盛んで、
全域に温泉がある山中・山代・粟津・片山津の加賀温泉郷とし
て有名です。
今回、私たちＣＩＲのナンシーとネリは、たくさんの名所の

中から、多くの観光客が訪れる「那谷寺」、加賀フルーツラン
ドと山中温泉へ行ってきました。
加賀フルーツランドは約25万坪の広い園内で色々な果物を

栽培し、１年を通して、イチゴ、ブルーベリー、ブドウ、リン
ゴなどのフルーツ狩りを楽しむことができる所です。

初めてのリンゴ狩り体験
私たちが訪れた当時はリンゴ

の季節。リンゴは10月中旬か
ら12月初旬の期間、その場で
もぎ取り、食べることができま
す。今シーズンは台風の影響で
多くの実が落ちてしまい、傷が
ついてしまったそうです。でも、
頑張って生き残ったリンゴたちはピカピカしていました。
私たちは色々な品種のリンゴを取りましたが、赤く染まった

“ふじ”は甘みが強く、シャリシャリしていて一番おいしかっ
たです。

リンゴの木は大体3メートルぐ
らいの高さでした。ですから、
立ったままでは届かない高さに
あるリンゴを取るため、様々な
所に梯子がおいてありました。
グラウンドからピカピカして美
味しく見えたリンゴを取るため

梯子を上って取ってみると、結局傷がついてしまったのが多かっ
たです。逆にグラウンドからあまり美味しそうには見えなかった
りんごを取って食べてみると、けっこう美味しかったです。です
から、皆さん、よく見てから取
って下さい！そして、梯子の上
から見えた景色、たくさんのリ
ンゴの木が並んでいて、後ろに
は山、上には青空、そして太陽
の火を感じられたのは最高でし
た！

フルーツ狩り料金を払えば食べ放題とのことでしたが、その
場では思ったより食べられなかったです。新鮮な果物を2個ず
つ持ち帰ることができるので、お土産としては最高です。日本
海が見える丘で、自然の中で育った果物を自分がもぎ取って食
べているところは、素敵な絵になりそうです。

紅葉の名所を訪ねて
石川県の紅葉の名所と言え

ば小松市の那谷寺が有名です
ね。温泉も近くにたくさん有
り、観光コースの一つになっ
ています。
那谷寺は、白山信仰の寺と

して創建されたそうです。樹
齢数百年の杉やモミジが植えられた約7万坪の広大な境内には
池があり、その向こう岸はとても変わった奇岩の壁があります。
岩には穴が掘られてあり、そ
の中に像が奉られています。
珍しい風景でした。
重要文化財として守られて

いる建物を巡りながら紅葉を
眺めるのはとても心が落ち着
きます。

最後は温泉でゆったりと
加賀へ来たからには温泉へ行く事がつきものですね。私たち

が選んだのは山中温泉の総湯・菊の湯でした。町の中心にある
のにもかかわらず、とても静かでした。浴室は通常の温泉とは
ちょっと変わっていて、プールのように広く、深めで、泉温は
高く48度ぐらいでした。私達がなれていた温泉より熱かった
ので、冷たい水を浴びながら入浴しました。露天風呂はなかっ
たのですが、外に温泉の中から見える滝がありました。それを
見ながら広い温泉の中でちゃんとリラックス出来ました。スト
レス解消のお勧めです！
今回のTekuTekuは秋がテーマでした。やはり秋と言えば果

物、紅葉と温泉ですね！自然に触れながらのフルーツ狩り、歴
史と紅葉を同時に楽しめる那谷寺、そして日本人の生活に欠か
せない温泉と、加賀地区で最高に楽しめるコースを選びました
ので是非行ってみてください！！！

IFIEの国際交流員が石川県内の各地を訪れ、地元の人々と交流し
ながらその土地の魅力をレポートする「てくてく石川」。今回は、
ブラジル出身のネリとアメリカ出身のナンシーが、県南の加賀地区
を訪れました。

美味しそうなリンゴをじっくり吟味

背のとどかないリンゴは梯子を使って

もぎたてリンゴの味は最高でした。

奇岩遊仙境の眺めは圧巻

きれいな紅葉をバックに



１年間どうもありがとう！ １年間どうもありがとう！ 
平成16年４月より１年間IFIEで勤務した中国の国際交流員 問　嵩卉が、４月で
任期を終え帰国します。在任中の思い出についてインタビューしました。 

もん すう　き 
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─石川県の印象は来る以前と今とでは変わりましたか？
実は、来る前は石川県についてあまり知りませんでした。実際

に来てみると、とてもいいところだと思いました。山・川・海の
豊かな自然に恵まれ、四季の移り変わりがはっきりしていて、そ
れぞれの景色を楽しむことができます。本当にいいところでした。

─では、住み心地はどうでしたか？
住みやすかったです。そんなに広くないので、自転車でどこ

でも行くことができました。ただ、雨の日が多かったのが残念
でした。

─楽しかった思い出を教えてください。
たくさんあります。仕事になれ、友達が増えると、だんだん

楽しくなってきました。
特にIFIEの国際料理教室で講師を務めることになった時には、
餃子をメニューに選んだのですが、それまで一人で餃子の皮か
ら作ったことがなくて、上手くできるかどうか不安だったんで
す。でも、自分で準備をして、本番で成功させることができた
ときには、とてもうれしかったです。
プライベートで印象深かったのが、2月に北海道の知床まで流氷

を見に行ったことです。とてもすばらしい体験で、感動しました。

─逆に辛かったことはあり
ますか？
やはり来た当初は慣れない

ことが多く、知り合いもいな
かったので、辛かったです。
それから、仕事が忙しく、自
分の時間をあまり持てませんでした。
その反面、仕事のおかげで充実した生活を送れたことも確か

です。小松－上海便の就航は、私にとって生涯忘れられない思
い出になります。

─帰国後は何をしたいですか？
本場の中華料理、特に辛い四川料理を食べたいです。日本で

も中華料理店に行きましたが、やはり食材が違うし、味付けも
日本人好みでした。

─最後に県民のみなさんにメッセージをお願いします。
私の出身地である中国、江蘇省、南京もとてもいいところで

す。小松－上海便の就航により、これまでより断然行きやすく
なったので、皆さんも是非、中国に遊びに来てください。

思い出の１枚…秋に行った登山

国際理解教室

IFIEに勤務する７名のCIRたちは、平成16年度中もさまざまなイベントや各種事業で県民の皆さんと触れ合い、国際交流を深めました。
新年度もどうぞよろしくお願いします！！

外国語講座 国際料理教室

世界の絵本を
よもう！

国際ふれあい
DAYS

みんなの
クリスマス



シ リ ー ズ 留学生に いにいこう留学生に いにいこう留学生に いにいこう留学生に会いにいこう！

ロシアからの留学生 ロシアからの留学生 

第8回第8回第8回

と 

Tsiganova Katerina
Malopevnaya Annaマロペーブナヤ・アンナさん マロペーブナヤ・アンナさん 

ツィガノヴァ・エカテリーナさん ツィガノヴァ・エカテリーナさん 
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留学生に会いにいこう！

石川県の友好交流地域であ
るロシア・イルクーツク州出
身の留学生アンナさんとエカ
テリーナさんは、金沢星稜大
学ビジネスコミュニケーショ
ン学科に在学中です。石川県
に来て１年が経過。お二人は
どんな留学生活を送っている
のでしょうか。

─出身地について教えてください。
世界一深く透明度が高いと言われるバイカル湖があります。夏
が短く、寒い時期が長く続きます。一番いい季節は７月。夏季
には、新潟空港とイルクーツクを結ぶ定期便も就航していて、
最近では日本からもよく観光客が訪れます。また、その時期に
は、日本語で対応してくれる観光ガイドがいます。

─石川県に留学したきっかけは？
金沢星稜大学と私たちの母校イルクーツク国立大学が姉妹校提
携しており、留学生の相互派遣を行っているので石川県に来ま
した。期間は２年間です。

─石川県の住み心地はいかがですか？
（エカテリーナさん）現在は民間のアパートでひとり暮らしを
しているのですが、ゴミの分別が細かくて、仕分けがとても難
しいです。
（アンナさん）それから雨の日が多いですね。雪はロシアでも
たくさん降るので、そんなに驚かなかったのですが、雨の多さ
には驚きました。

─金沢で一番気に入った場所はどこですか？
（エカテリーナさん）兼六園が好きです。兼六園のライトアッ
プがある時には必ず2人で出かけます。

─金沢以外の日本の各地を旅行しましたか？
（アンナさん）大学の勉強とバイトで忙しいので旅行はあまり
していませんが、加賀市、それから京都に行きました。京都へ
は県ロシア協会の皆さんと一緒に行って、ロシア料理の店も訪
れました。

─日本語はロシアで勉強してきたのですか？
（エカテリーナさん）イルクーツクの大学では日本語を専攻し

ていたわけではなく、第二外国語として少し勉強した程度です。

─日本語で困ったことはありませんでしたか？
（エカテリーナさん）大学の授業は日本語で受けるのですが、
ロシア語を話せる指導教官がいて、わからないことがあると説
明してくれるので困ったことはありませんが、普段の会話では
若い人特有の話し方があるので、聞き取れないことが多くて困
りました。

─日本食は口に合いましたか？
（アンナさん）はい、だいたい食べられます。特にお寿司が大
好きです。

─普段はどんな料理を作るんですか？
（エカテリーナさん）忙しいのでめったに作りませんが、料理
をする時はやはりロシアの料理を作ります。クレープが得意で、
ボルシチなども作ります。

─では、日本に来て経験した楽しかったことを教えてくださ
い。
（エカテリーナさん）大学の文化体験の時に、着物、舞踊、華
道を体験したことです。
（アンナさん）留学生の仲間たちと金沢百万石まつりの踊り流
しに参加したことが楽しかったです。その時に金沢市民に踊り
を教わる機会がありました。金沢の人たちはとてもやさしかっ
たです。

─それでは最後に、将来どんな道に進みたいですか？
ロシアに帰ってからのことは、まだ具体的には考えていません
が、ビジネスコミュニケーション学科で学んでいるので経済関
係の仕事に就きたいと思っています。それから日本語も生かせ
る仕事、例えば貿易会社に就職できたらいいと思っています。

★インタビュー雑感★
開口一番、特に雨が多い金沢の風土に驚いたという二人。家
族と離れて暮らす寂しさが多々あっただろうと思います。向上
心に満ちたお二人の姿には、全てのものを真摯に受けとめ、前
に進んでいく情熱を感じました。
最後に、日本とロシアの架け橋となる仕事に就きたいと話し
てくれた彼女たちに、心からエールを送ります。

アンナさん（イルクーツク州イル
クーツク市の出身）

エカテリーナさん（イルクーツク
州アンガルスク市の出身）
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国際交流掲示板 IFIE PLANET

● モンゴルの風土と生活展
期　間 5月31日（火）～6月5日（日）
場　所 石川国際交流サロン

金沢市広坂1-8-14
内　容 ○展示会等

草原の国モンゴルを写真や民
族衣装・民芸品等の展示によ
り紹介します。
○講演会
演　題「モンゴルの話（仮題）」
講　師：塩谷茂樹氏

大阪外国語大学助教授
期　日：6月4日（土）

主　催 石川モンゴル友好女性の会
牲 076-243-2174

● タイ語講座受講生募集
内　容 誰でも受講できるタイ語講座を

年に3期3コース実施。今回も5
月より第1期を開講します。タ
イの生活・文化についても学べ
ます。

期　間 5月7日～7月16日の間の毎週
土曜日全10回（予備日含む）

時　間 ○初級コース　
午後１時30分～3時
○読み書きコース
午後3時10分～4時30分
○実用会話コース（中級）
午後4時40分～6時

場　所 石川県生涯学習センター教室
金沢市広坂2-1-1
県広坂庁舎1号館

講　師 タイ留学生
受講料 7,000円（テキスト代含む）
定　員 16名
問合せ 石川県タイ友好協会

牲 076-223-9584

● タイ舞踊講座受講生募集
内　容 タイ留学生による舞踊講座で伝

統的なタイ舞踊を学びます。北
陸ではなかなか学ぶ機会が少な
い優美で華麗なタイ舞踏を習っ
てみませんか。

期　間 5月7日（土）～7月16日（土）
全10回を予定

時　間 午後4時30分～6時
場　所 石川県生涯学習センター教室

金沢市広坂2-1-1 県広坂庁舎
1号館

講　師 タイ留学生
習う踊り ラム・ウェイボーン・オンワン

（タイ中部の踊り）
受講料 6,000円（テキスト、音楽テー

プまたはＣＤ代含む）
定　員 20名

問合せ 石川県タイ友好協会
牲 076-223-9584

● 国際交流ボランティア募集
内　容 【通訳・翻訳ボランティア】

国際交流行事や在住外国人の
方々の生活支援のための通訳、
外国人向けの文書やパンフレッ
ト等の翻訳に、語学力を生かし
てご協力いただきます。言語の
種類は問いません。
【広報ボランティア】
年4回発刊している当機関誌
『IFIE PLANET』の取材、編集
などにご協力いただきます。月
１回程度の編集会議、年１回の
広報誌作成の研修会に参加して
いただきます。
【留学経験者ボランティア】
「海外留学相談会」などに参加
して、これから留学を考えてい
る方たちにアドバイスしていた
だきます。留学のほか、ワーキ
ングホリデーや海外ボランティ
ア経験者の方もＯＫ。
【ホームステイボランティア】
※下記「ホストファミリー募集」
をご覧ください。

受　付 随時
登録期間 １年間（4月1日から翌年の3月

31日まで）
毎年度の初めに更新手続きをお
願いしています

問合せ 蹟石川県国際交流協会
牲 076-262-5931

● ホストファミリー募集
石川県日本語・日本文化研修センター
では、毎年200人を超える日本語と日本
文化を学ぶ研修生を海外から受け入れて
おり、そのホームステイ受入れ家庭を募
集しています。
受入れに際してお願いしたいのは、個
室と勉強机の用意、朝・晩の食事です。
外国語が話せなくても心配いりません。
送り迎えや、お弁当を準備する必要もあ
りません。家族が一人増えた気持ちで、
いつも通りの家庭生活を体験させてくだ
さい。
問合せ 蹟石川県国際交流協会

石川県日本語・日本文化研修セ
ンター
牲 076-222-5931

● 国際環境出前講座
いしかわ国際協力研究機構（IICRC）

では、広く県民の皆さんに環境問題につ
いてお話しする「国際環境出前講座」を
はじめます。講師はIICRCのアルフォン
ス・カンブー所長、モハメド・エルラジ
特別研究員が日本語でお話しします。そ

の他、国連大学などから研究者を呼ぶこ
ともできます。
土日に関わらずいつでもどこでも（原
則的に石川県内）お話しにお伺いします
ので、下記までご連絡ください。
問合せ いしかわ国際協力研究機構

（IICRC）
牲 076-224-0044

● 外国人のための法律相談
日　時 毎月第３木曜日午後１時から４

時まで
場　所 蹟石川県国際交流協会事務局内
内　容 県内在住の外国人を対象に、弁

護士による法律相談を行ってい
ます。家庭・職場等での悩み事、
困り事などの相談に応じます。
通訳が必要な場合は、必ず事前
に連絡してください。

通訳可能言語
英語、ポルトガル語、中国語、
韓国語、ロシア語

カウンセラー
弁護士（金沢弁護士会）

費　用 無料
問合せ 蹟石川県国際交流協会

事業企画班
牲 076-262-5932

イベント

募 集

お知らせ

国際交流情報を募集しています！

IFIEでは本誌に掲載する国際交流
情報を募集しています。団体の活
動紹介、イベントなどの情報があ
りましたら下記までお寄せくださ
い。なお、誌面の都合により掲載
できない場合もありますので、ご
了承ください。

問合せ 蹟石川県国際交流協会　
事業企画班　
牲 076-262-5932

FAX 076-222-5932
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http://www.ifie.or.jp

4月は新しい生活が始まる季節、出会いと別れの季節で
す。協会でも、中国の国際交流員　問　嵩卉が、惜しま
れつつ任期を終えて帰国することになりました。そして、
新たな国際交流員が中国から赴任します。平成１７年度
も、さまざまなイベントの場で皆さんと触れ合う機会が
あると思いますので、どうぞよろしくお願いします。

編 集 後 記

このサロンは大正末期に建築された民家を利用しており、
質の高い伝統文化が日常生活にとけ込む、石川の生活文化
を中心とする様々な異文化交流の場です。
世界各国のいろいろな人々と交流したい方、県民相互の

交流を深めてみたい方、石川の文化や人々とふれあいたい
方は、気軽にこの石川国際交流サロンへお集まり下さい。
また、国際交流団体や文化サークルの活動にもご利用いた
だけます。お気軽にお立ち寄り下さい。

開館時間 10：00～18：00
（金曜・土曜は20：00まで）

休 館 日 月曜日・年末年始
住　　所 〒920－0962

金沢市広坂1－8－14
電　話（076）223－8696
ＦＡＸ（076）223－8685
E-mail：iisalon@spacelan.ne.jp
http://www.ifie.or.jp/iisalon/

入　　館 無　料

Ｅメール会員を募集します

石川県国際交流協会では、Ｅメール会員を募集します。会員に登録されると、協会が主催するイベントや講座などの情報

を配信します。希望される方は、下記の方法でご登録ください。

【登録方法】 件名に「Ｅメール会員登録」と明記し、本文に①氏名、②メールアドレス、③連絡先電話番号をご記入の

うえ、次のアドレスまで送信してください。 info@ifie.or.jp

【問 合 せ】 担当：事業企画班　　電話：076－262－5932

至片町 

至武蔵 

至鱗町 
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石川国際交流サロン利用のご案内

今号の発行に際し、ご協力いただいた広報ボランティ

アのみなさん（順不同、敬称略）

岡本晶紀子、若林由里、竹下知子、田井善和、

金浦芳子、谷　皐月




