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拝見！石川の国際交流

『7ヵ国語で話そう』をキャッチフレーズに、ヒッポファミ
リークラブが5月13日（金）午後7時より2時間、石川県女性
センター4Ｆで行われました。毎回行われているこのクラブの
まとめ役でもある藤田ひとみさんが主な進行を行い、子供から
会社帰りの大人まで自由な雰囲気の中、進められています。ヒ
ッポファミリークラブの名称の由来は、「ヒッポ」＝「カバ」を
意味しており、カバのように家族的で優しい雰囲気をイメージ
したそうです。活動としては、ＣＤに録音してある音楽やスト
ーリーに合わせジェスチャーを交えて真似てみたり、またゲー
ムを通して自分達が日本語を自然に覚えたように、多言語を取
得していくといった方法を活用しています。その日の活動では、
最初にヒッポファミリークラブについての説明が多言語で行わ
れた後、一人一人が自己紹介をする時間があり、中には3～4ヵ
国語で自己紹介をしている人もいました。ヒッポファミリーク

ラブは①CD、テープの活用、
②ファミリー、③交流、これら
を三本の柱としています。ＣＤ、
テープによる活動の一つは、ゲ
ームをして言語を体で覚える、
もう一つは、ストーリーを流し、
繰り返す事によって耳が慣れて

くるという自然な言語習得を目
的としています。二番目のファミリーとはホストファミリーな
どを意味し、ヒッポファミリークラブに入るきっかけとなった
体験談や写真を子供達が多言語で披露しています。三番目の交
流に関しては、ホームステイや留学、ジャパンテントなどを通
じて実際により多くの人と出会う機会をつくり、交流の輪を広
げていくことを目指しています。「勉強」といった形で難しく捉
えるのではなく、体を動かして遊びながら自然に言語を学んで
いくという新しい発想に共感を覚えて参加されている方も多い
ようです。その他にもフルーツバスケットを多言語でアレンジ
したゲームなどをして楽しく活動されていました。今後の予定
としては、6月30日（木）10：00～12：00、石川県女性セ
ンター、7月2日（土）14：00～16：00、リファーレにて
「7ヵ国語で話そう」と題し、託児有、参加無料で教育講演会が
開かれます。より多くの方々の
参加と、ヒッポファミリークラ
ブを通しての、国際交流の輪が
一層繋がればと藤田さんは話し
てくれました。今後のヒッポフ
ァミリークラブさんの活動が気
になりますね。

ひとこと話せたら、世界が広がった ひとこと話せたら、世界が広がった 

恒例・タイ舞踊講座　初講から盛り上がる

石川県タイ友好協会の平成17年度第一期タイ舞踊講座が5月
7日に開講。金沢市広坂の県生涯学習センター教室では、毎週
土曜の午後、タイの民族芸能に関心を持つ受講生と講師やタイ
留学生らが集い、熱心にまた和気あいあいのレッスンを楽しん
でいます。10回行われる講座の最終日は7月16日。
タイ舞踊は本来、神に感謝する儀式での舞い。現代では祭りや

パーティーの際にも人々の幸福を祈って踊ります。指先の芸術と
いわれるほど指先を繊細に使い、滑らかに曲線美を見せるのが特
徴で、美しさを表現するための指先の動作は大変微妙で複雑です。
しかし、初講座の日にもさすが真剣な受講者の皆さん、日本の盆

踊りのように輪になって踊るタイ舞
踊の基礎「ラム・ウォング」を練習
し、１時間半で快調に3曲を覚える
上達ぶりでした。
開講にあたって挨拶をした協会会
長の前田勝紀氏はじめ、講師を務め
た留学生のパーウィーニー・タンサ
ターポーンポンさん、またお手伝い
した金沢大学タイ人留学生ら数名
も、この盛り上がりには満足げ。

練習の成果、イベントのステージで披露しタイ

ダンスが好きで参加したという大学生は「普段やっているア
フリカンダンスは激しさや躍動感が特徴的ですが、タイ舞踊で
は繊細さが求められます。初めてのせいかそれぞれの動きに力
が入りますが、早く講座にとけこみたいです」と語り、また別
の参加者は「以前タイ舞踊の上手な留学生が素敵な踊りを披露
してくれました。その時着ていた衣装も華やかで素敵だったの
が、興味を持ったきっかけです。講座ごとに変わる踊りが楽し
く、いずれは国際交流イベントでも練習の成果を披露したいで
す」と話してくれました。
このタイ舞踊講座は毎年度3回開かれており、今年度は9月

に第二期、1月に第三期講座が開講される予定。同協会ではこ
の他タイ語講座やタイ情報の提供、県の国際交流事業への参加、
在県留学生や母国への支援活動などを行っています。お問合せ
はTEL、FAX：076-223-9584まで。
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民族衣装で踊れば
一段と華麗なタイ舞踊

できるかな？

説明は多言語で 2004ジャパンテントより
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１．今回の日本・ニュージーランド文化交流展の主な目的

は何ですか？

－約10年前、ニュージーランドのフラワーアレンジメントを
行うアーティストの方々と知り合う機会を得、今回その節目と
して10周年を記念し文化交流展を開催しました。今回、来日し
た方々の中にはニュージーランドのフラワーアレンジメントの
大会で優勝された経験がある方もいらっしゃるので、是非、金
沢の方々にも彼女達の素晴らしい作品を楽しんで頂きたいです。

２．来日のニュージーランドのアーティストと知り合いに

なった具体的なきっかけとは？

－具体的には約10年前、日本の活花を現地に持ち込んだ際に交
流が始まりました。ニュージーランド在住の日本人女性の方が主に
橋渡しを行ってきて、今回の交流展の実現に結びつきました。

3． 今回、10年の節目として交流展を開催された訳です

が今後の文化交流における具体的なプランは？

－具体的には来年ニュージーランドに加賀伝統文化である
「水引き」を持ち込む予定です。その機会を利用して一層の文化
交流発展に繋げました。さらに10年後にも今回のような交流展
を金沢で開催したいと思っています。

4．ニュージーランドのアーティストの方々の今回の滞在

プランは？

－オープニングの日から約5日間金沢に滞在する予定です。
その期間を利用して彼らには金沢、富山の名所を見学して頂き、
日本文化を体験して頂きます。

平成17年５月５日、石川国際交流サロンにて開催された日本・ニュージーランド文化交流
展を訪れました。当日は、オープニングセレモニーを兼ねて日本の伝統的な楽器を用いた演
奏会、来日されたニュージーランドのフラワーアーティストが日本の着物を着込んで披露さ
れたりと、華やかなイベントが行われました。

2004年12月に起きたスマトラ沖地震の残した爪痕は深く、
未だに強く人々の胸に残っています。スリランカで青年海外
協力隊員として活動をされていた番匠佳子さんに、現地での
生活と、スマトラ沖地震での支援活動についての貴重な体験
談を寄せていただきました。

あーゆーぼーわん！（スリランカの公用語シンハラ語で
「こんにちは」という意味です。）
私は2003年4月7日から2年間、青年海外協力隊員として

スリランカで活動をしてきました。スリランカはインドの南
東にある北海道の７割くらいの小さな島です。かつてのセイ
ロン島といったほうがピンとくる方も多いかもしれません。
紅茶と宝石（残念ながら、ダイアモンドとエメラルドだけは
採れません。）で有名なところです。

私の活動先は南部最大の都
市ゴールにある教員養成大学
で、体育教師として、先生の
卵たちに授業（主に実技担当）
や朝のコンディショニング、
そして放課後のクラブ活動の
指導をしていました。私が勤

務していた国立ルフナ教
員養成大学は、学生が全
部で360名の全寮制で
す。大学を卒業すると学
生は100％教員になりま
す。ですから、私の任務
は、とても責任の重いも
のであり、また、大変やりがいのある仕事でした。
スリランカは、人が優しいし、パパイヤやマンゴーなど南国
のフルーツがいつでも手に入るし、珍しい動植物をたくさん見
ることができるし、きれいな海でダイビングやサーフィンもで
きるし、歴史的な世界遺産がたくさんあるし、本当に素敵な国
です。しかし、私の活動を3ヶ月残した2004年12月26日、
悲しい出来事がありました。スマトラ沖地震による津波災害で
す。被害の悲惨さを知った私たち隊員は、年末年始で学校が休
みだったこともあり、任地へ戻れない隊員の有志で、約10日
間交代で民家の瓦礫撤去作業をしたり、スリランカを去るこの
4月までの毎週末、お寺や被災地キャンプをまわって心に深い
傷を受けた子供たちを対象に、ペープサートや手遊びなどをし
て一緒に遊ぶという活動をしてきました。私を育ててくれたス
リランカの１日も早い復興を願っています。

さ
ん 番 匠 匠 佳 佳 子 子 いしかわの青年海外協力隊員 いしかわの青年海外協力隊員 
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今年度も5月から外国語講座がスタートしました。週1回、
年間20回コースのこの講座は、5カ国語、6講座の開講となり、
石川県国際交流員6名が講師をつとめます。外国語の勉強だけ
でなく同時に文化も学ぶということが、この講座の目的です。
例年大変人気の高い当外国語講座は、今年も定員を大幅に超え

る多数の応
募がありま
した。英語
中級を除く
講座は、初
級クラスの
みの開講と
いうことも
あ る せ い
か、受講生
のみなさん
は初めて触

れる言語に緊張気味な様子。6
講座中、初日に開講した韓国語
講座では、初回からみなさんの
仲の良い様子がうかがえまし
た。自己紹介の時間では、この
日のために用意してきた韓国語
で一生懸命に自己紹介をしてい
る様子が印象的で、熱心な生徒
さんたちを前に、講師もついつ
い力が入り、90分の盛りだくさんな授業を展開していました。
当講座では講師たちがゲームや音楽を授業に盛り込んだりとい
ろいろ工夫しており、気分転換をしながらの授業となっていま
す。ドラマをきっかけに興味を持ち、将来はその国を訪れてみ
たい方、ワーキングホリデーに行きたい方、それぞれ思い思い
の目標に向かってがんばっているみなさんの、講座終了後の成
果が楽しみですね。

開講式の様子

● 英語 初級
● 英語 中級
● 中国語
● 韓国語
● ポルトガル語
● ロシア語

今年度の開講講座　

5月22日、IFIE春の特別イベントとして「さわやか春のピク
ニックとイチゴ狩り」を、加賀フルーツランドにて行いました。
親子連れを含む計25名の方々の参加により、みんな和気あい
あいとした雰囲気の中でのピクニックとなりました。このイベ
ントは石川県国際交流員5名（露・韓・伯・中・豪）と一緒に、
自然に触れ合いながら交流をすることを目的に企画されまし
た。当日は雨が降るのではないかと心配されましたが、いちご
狩りの後の芝生でのピクニックも予定通り行われました。前半
はいちご狩り、全員が会話をする余裕もないくらい真剣にいち
ごを摘んでいたのが印象的でした。後半のピクニックでは、各
自がお弁当を持ち寄り、楽しく会話をしながら交流をしました。
ゲームの時間にはツイスターというゲームをして、大人も子供
もみんな一緒に盛り上がりました。初めて挑戦するゲームに子
供達は大喜びで、交流員達も彼らのパワーに圧倒されているく
らいでした！親子で参加されていた方は、御子様が楽しく過ご

している様子を見て、大変満足されたようです。梅雨の時期に
は外に出て楽しむ機会も減ってしまうのですが、今回のピクニ
ックは梅雨入り前のいい思い出づくりになったのではないでし
ょうか。

IFIE事業紹介

当協会では今後も多数の国際交流イベントを企画して
おります。今後のイベント情報は、協会ホームページ、
またはE-mail会員の方へお届けするIFIE通信に随時情報
を更新致します。E-mail会員登録ご希望の方は、氏名・
フリガナ・配信希望のメールアドレスを記入して下記ア
ドレスまでご送信ください。
「info@ifie.or.jp」
国際交流に興味のある方、お気軽にご登録ください。
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当協会の国際情報ライブラリーに、図書が多数増えました。今話題の本や、日本を紹介する本、また語学に関する本など、皆様に楽
しんでいただけるように様々なジャンルでの本を取り揃えております。お気軽にお立ち寄りください。
新着図書の一部をご紹介します。

国際情報ライブラリー発！ 国際情報ライブラリー発！ 図 書 情 報 新着
 

新着
 

■洋書

「My Life」(BILL CLINTON)
「HARRY POTTER AND THE ORDER OF
PHOENIX 」(J.K.ROWLING)
「GEISHA」(JODI COBB)
「HOWL'S MOVING CASTLE」 (DIANA WYNNE
JONES)
「SEX AND THE CITY」(CANDACE BUSHNELL)
「BRIDGET JONE'S DIARY: THE EDGE OF
REASON」(HELEN FIELDING)

■和書

「世界の中心で、愛をさけぶ」（片山恭一）
「アフターダーク」（村上春樹）
「終戦のローレライ上・下」（福井晴敏）
「犯人に告ぐ」（雫井脩介）
「ハリーポッターと不死鳥の騎士団」
（Ｊ.K.ローリング、松岡佑子訳）
「金沢カフェ100」（金沢倶楽部発行）

ホストファミリー募集中！ ホストファミリー募集中！ ホストファミリー募集中！ 
石川県日本語・日本文化研修センターでは日本語と日本文化を学ぶ研修生を海外から受け入れています。現在、下記研修生のホー

ムステイ受け入れ家庭を募集中です。研修生は、平日の午前中は石川県国際交流センターで日本語学習。週1～2日は午後から日本
文化などの体験学習を行います。研修グループと研修期間は次のとおりです。

石川国際交流サロン利用のご案内 石川国際交流サロン利用のご案内 県民や外
国人が 

自由に交
流できる

家 

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こむ、いしかわ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
E-mail:iisalon@spacelan.ne.jp
http://www.ifie.or.jp/iisalon/

入　　館 無料

グループ名　 国 受入期間

IES ※1 アメリカ 8/27～9/5

ジュネーブ大学 スイス 9月上旬～10月上旬

トリノ大学　※2 イタリア 9/4～11/5、9/4～10/8

トリーア大学 ドイツ 9/25～10/22

豪日協会 オーストラリア 9/25～10/8

※1 国際教育研究会大学生グループ　
※2 2グループ（1ヶ月組、2ヶ月組）に分け

て受け入れます

研修グループと研修期間

至片町 

至武蔵 

至鱗町 

１０９ 

香林坊 
大和 
アトリオ 

金沢市役所 

金沢中警察署 

石浦神社 

北陸放送 

石川県 
社会教育会館 金沢市中央公民館 

観光会館 

石川国際交流 
ラウンジ 

石川国際交流 
サロン 
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新しいCIR2名が石川県にやってきました。 
みなさんよろしくお願いします！ 
新しいCIR2名が石川県にやってきました。 
みなさんよろしくお願いします！ 

石川県へようこそ！！ 石川県へようこそ！！ 石川県へようこそ！！ 

初めまして。今年中国の江蘇省から参りました石川県国際交

流員の湯暁勤です。

私の出身地は常州です。石川の小松製作所も常州に工場があ

るそうです。去年七月北京外国語大学日本語学部を卒業しまし

た。卒業後、江蘇省外事翻訳中心で就職して、今年の四月から

県国際交流員として石川にまいりました。中国での主な仕事は

江蘇省と日本の友好関係のある県との訪問団の派遣と招待でし

た。色々な人々と付き合うことによって、段々人間のコミュニ

ケーションの面白さが分かってきて、そこから色々なことを学

びました。

以前、仕事の関係で2度日本に来たことがありましたが、短

い滞在でしたので、本当の日本社会を体験することができませ

んでした。今回の経験は私にとっては、チャンスでもあります

し、将来の仕事にも役立つものだと信じています。

この一年間を通して、多くの友達をつくり、日本社会の各方

面で日本人と出会い理解し合えることを願っています。また、

私の人生の中でこの一年は重要な一歩だと思っています。この

一年間で学んだことを生かして、江蘇省と石川県の交流に少し

でもできることがあればと思っています。

一年間、県国際交流員の使命を果たすよう頑張っていきたいと

思っていますので、皆さんのご支援とご協力をお願いいたします。

もしチャンスがあれば、中国、江蘇省で会いましょう。

皆様、どうもありがとうございました。

中国　常州市（別称：龍城）

市樹：木蓮　市花：庚申バラ

ちょうど上海と南京のほぼ真ん中

にあり、交通条件が便利です。

2500年あまりの歴史があると共に、

現代化も進んでいます。恐竜園は家

族一行の楽園であり、天目湖は大自然を堪能できるリラックスの名

所であります。常州の食文化が盛んになっており、美味しい料理い

っぱい食べれますし、住みやすい都市でもあります。是非行ってみ

てください。常州の市民を代表して、皆様のご到来を心からお待ち

します。

湯 暁勤
（トウ　ギョウキン）

中国 江蘇省常州市 出身

大学の専攻：日本語と日本語文学

趣味：読書

はじめまして、ブラジル出身の日系二世、多田ファウスト祐

一（タダ・ファウスト・ユウイチ）と申します。ブラジルの大

学で経済学部を卒業し、沖縄県で国際交流員としての一年勤務

を終え、今年の4月から石川県小松市役所の国際交流員として

勤めています。

日本人のブラジル移民は1908年に始まり、97年後の現在、

ブラジルの日系社会は全人口の1％に及ぶ150万人になってい

ます。しかし私は日系人が少ないリオデジャネイロ出身で、リ

オ市内を歩いていると、いやでも目立ち、「ファラ・ジャポネイ

ス！」、つまり「よう、日本人！」とよく見ず知らずの人に声を

かけられたものです。陽気な国民性のブラジル人ならではのこ

とですが、外国人扱いされるのは苦手でした。

私は白人や黒人のようなインパクトはな

いので、逆に日本ではよく「本当にブラジ

ル人なの？」と問われるものです。最初は

複雑な気持ちでしたが、ある作戦を実行し

てからこの問題を克服しました。だれかに

自己紹介をするとき、いきなり国籍を名乗

らないようにすると話はスムーズに進み、

相手と別れる間際に「私の生まれ故郷、ブ

ラジルでは……」などとわざとらしく言います。あくまでも個人

的な意見ですが、日本人は外国人の存在を意識しすぎるあまり、

私たちに対して不自然な姿勢をとるのでしょう。実際、日本でよ

く使われる「国際交流」や「国際結婚」のような言葉を他の言語

に訳するととても耳障りです。つまり、「あなたはブラジル人な

の？おお、すごい！」のようなリアクションは捨て、外国人一人

ひとりとの出会いを大切にすることこそ真の国際交流ではないの

でしょうか。

石川に来て2ヶ月が経ち、未だに自宅の近所で迷う私ですが、

よろしくお願いします！

多田ファウスト祐一
（タダ　ファウスト　ユウイチ）

ブラジルリオデジャネイロ市出身

大学の専攻：経済学

趣味：読書、映画鑑賞

中国常州市はこんなところ！

IFIEの 　　CIRIFIEの 　　CIR新 

県内の 　　CIR県内の 　　CIR新 

CIR（国際交流員）のページ

ブラジル

リオ・デ・
ジャネイロ

常州市
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国際化の時代、海外に出て勉強をしてみたい！仕事をしてみたい！そんな皆様のために今号より留学経験者によ
る経験談をお届けいたします。第一回目は、語学留学編です。今回はニュージーランドに短期の語学留学をされて
いた板倉佳代さんに体験談を寄せて頂きました。

私が留学していたのは
2003年4月からの約1
年、場所はニュージーラ
ンド（以下NZ）の首都
ウェリントンでした。
Windy Wellingtonとい
う愛称を持つとおり、
海からの強風が吹きつ
ける日が多く、何本も
傘をダメにしたという
思い出もありますが、
まさに住めば都という
わけで、慣れてくると

その強風にも不思議と愛着を感じるようになっていた自分
がいました。もともと留学先にNZを選んだのは極些細な
理由からだったのですが、今ではすっかりNZが大好きに
なっています。
NZと言えば羊を連想しますが、街から少し車を走らせ

れば羊に会うことができます。私がNZで初めて羊を見た
のはNZ到着から2週間後位のことだったでしょうか、ホス
トファミリーにドライブに連れて行ってもらった時のこと
です。広大な草原に羊の群れ、その光景はガイドブックで
見た写真そのものでした。圧巻です。本当にNZに来たの
だということを私が初めて強く実感したのはこの時だった
かもしれません。そのドライブに連れて行ってくれたのが、
留学当初の数ヶ月間ホームステイ先としてお世話になった
ファミリーなのですが、南アフリカ出身のNZへの移住者

ということもあって、異国で暮らすということの大変さを
よく理解してくれていて、いつも色々な面で私をサポート
してくれました。温かく理解あるファミリーに出会うこと
が出来てとても幸運だったと有り難く思っています。
ところで、羊以外にも「NZといえば○○」と言われる

ものは幾つかあります。その中の１つとして有名なのがラ
グビーです。NZにはALL BLACKSという世界最強と言
われるラグビーのナショナルチームがあり、ラグビー熱が
非常に高い国です。NZに行く前はラグビーには興味ゼロ
だった私をですら夢中にさせる程の迫力・熱気がラグビー
の試合にはあります。スポーツカフェなどで皆で熱くラグ
ビー観戦している時は、私もKIWI（NZ人の呼称）の一員
になったような感じがふつと沸いてきたものです。
さて、私の留学は語学留学でしたので、毎日9時から15

時過ぎまでは語学学校で勉強をしていました。英語好きの
私にとって毎日の英語漬けの授業それ自体が既にとても有
意義で楽しいものでしたが、授業以外でも、学校で出会っ
た世界各国の友人との交流から学び考えさせられることが
多々ありました。文化・慣習の違う国の人々と交流するわ
けですからもちろんいろいろな問題も出てきましたが、お
互いがお互いの考え方を分かり合おうと歩み寄っていくこ
とで、良い関係を築いていくことができたと思います。
NZでのすべての経験をここに書くことはできませんが、

新たな事・人との出会いで一杯の１年でした。このような
貴重な体験ができたということに対しとても感謝しながら
も、今後も何らかのかたちで国際交流に携わっていければ
と願っています。

ホストファミリーと

クラスメートと

ウェリントン

留学体験談
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● 第41回　ユネスコ・フォーラム
日　時 7月9日（土）

午後2時から4時まで
場　所 石川国際交流サロン

金沢市広坂1-8-14
内　容 「日本の伝統文化にふれる」シ

リーズ第5弾として、今回は山
中塗師（篠笛奏者）八木繁氏を
お迎えして、篠笛演奏と漆にま
つわるお話しをしていただきま
す。
演題　「漆と篠笛の世界」
講師　 八木　繁氏

（ぬしや三代目）
参加費 無料
主　催 石川県ユネスコ協会
問合せ 石川県ユネスコ協会事務局

牲&FAX 076-232-5151

● 留学生と集う「石川の郷土玩具」
期　間 9月10日、9月24日
場　所 石川国際交流ラウンジ

金沢市広坂1-8-10
内　容 凧づくり

竹を細工し、和紙に絵を描き骨
組みされた凧に貼ります。

主　催 石川インターヒューマンネット
ワーク
牲 076-221-9901
FAX 076-260-7057

● 気ままな韓国修学旅行
内　容 個人または小グループに分かれ

て、自分の行きたい所へ、韓国
の学生達が案内してくれます。
韓国語ができなくても構いませ
ん。韓国語を学んでいる人は学
生との会話を実践するチャンス
です。最終日の夜は全員集まっ
て学生達との交歓会も。定員
20名。事前に参加者が集まっ
て行き先等を相談します。募集

は出発・帰国日決定後です。
日　時 8月26日（金）～29日（月）
主　催 石川日韓友の会　カナダラくらぶ
問合せ カナダラくらぶ修学旅行

担当　中野
牲 080-3048-2377

E-mail:loa-anka@spacelan.ne.jp

● 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】
※詳しくはP.5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

● JICA市民大学
内　容 JICA北陸は市民の皆様と共に

学びあう場として、今年も
「JICA市民大学」を開講いたし
ます。JICAの事業やNGO・

NPOの活動を通して、国際協
力・国際支援を考えてみません
か。第4期のテーマは「環境」。
講師を招き、世界各地での取り
組みをお話ししてもらいます。

日　時 7月、8月、9月の第4木曜日
午後7時

場　所 JICA北陸
金沢市広岡3-1-1金沢パークビ
ル3Ｆ

問合せ JICA北陸
牲 076-233-5931
FAX 076-233-5959

● 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

http://www.ifie.or.jp

梅雨も明け、いよいよ夏本番、イベントの多い季節がやって来ました。県内
各地では様々な国際交流事業が行われています。協会でも昨年にひき続き、
「国際料理教室」、「世界の絵本をよもう！」をはじめ、様々なイベントを行う
予定です。暑い夏、国際交流をしながら乗り切りましょう！

編 集 後 記
今号の発行に際し、取材編集等にご協力をいた
だいた広報ボランティアのみなさん

（順不同、敬称略）

竹下知子、玉田真裕、岡本晶紀子、若林由里、
小西征吾、石田充弘、須磨佐也加、谷皐月、
山本紀子

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

IFIEからのお知らせ IFIE PLANET


