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7月13日夜、金沢市高岡・松ケ枝福祉会館にて、学生や外国
人留学生、社会人ら約40名がつどい、NIC異文化交流ネットワ
ークの定例活動が行われました。前半90分は、全員が車座に全
体ミーティング、後半60分はコース別に分かれて各国の言葉や
文化を学びました。
このNICの活動は、「国際交流を楽しみながら各国の言葉や文

化を学び合おう」というのが趣旨。2003年に北陸の各大学の
国際交流ボランティア学生の集まりとして発足して以来、趣旨
に賛同する市民が加わり現在の会員は450人に。その構成は外
国人250人、日本人200人だそうです。特に地道に継続されて
きた毎週水曜夜の交流と学習の定例活動は、数ある石川の国際
交流団体の中でも、その日常的な実践活動ぶりが評価されてい
ます。

13日夜のつどいの全体ミーテ
ィングでは、「Good and Bad
Point of Japan」をテーマに、
日々の生活体験から外国人の参
加者が日本の良し悪しを語りま
した。『日本はとても書類や手続
きなどもそうだが、同じ主旨の
アンケートをよく書かされる』

『日本の子供たちはまじめ過ぎ。もう少し遊ばせた方がよい』な
どの感想とともに『とても人が優しい』『自然が美しく、保全に
もボランティアやサークルが活動している』『民主的』『コンビニ
や自販機などとても便利』といった良い面での意見も出ました。
後半の文化・言語学習コーナーは、数人ずつが座布団のグル

ープをつくり、この日はポーランド・中国・トルコ・韓国・イ
ンドネシアなど8カ国に関して学びました。
NICのお世話をする「異文化・言語交流室」の平居樹人（ひ

らいみきと）さんは「背伸びせず今後も地道に続けていきたい。
みなさんの意欲的な参加が、ぼくの背を押してくれている」と
胸を張って語ってくれました。NICへの入会申込み・問合せは、
e-mail: ddmikito@yahoo.co.jp 電話: 090-6056-9925
［留守電機能不可］（平居さん）まで。
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拝見！石川の国際交流

NIC全体ミーティング コース別交流

日本に来て生活を始めて19年。自分の経験から得た日本の生
活や子育て、教育についての事を生かしていきたい。広報誌
「華人生活広場」はそういった意味で地域に密着した金沢在住の
中国人の方のための生活情報誌です。イベントの紹介や暮らし
に密着した生活情報や金沢弁についてなどバラエティーに富ん
だ記事内容で、金沢在住の中国人の方に役立つ広報誌として毎
月発行されています。現在は取材、編集、発行に関しては夏さ
んはじめ他2名の方の協力を含めて3人で取り組んでいます。言
語は日本語、中国語の2ヶ国語で、設置及び配布場所は金沢市
内、野々市町内、白山市内と幅広く、今後はもっと多くの方に
見てもらうため配布場所を増やしていきたいと夏さんは語って
くれました。
その他の活動としては料理教室を開催。おしゃべりをしながら
の情報交換の場となっています。また、多文化共生研究会にも所

属。2003年5月に（財）金沢国
際交流財団が開催した『自分た
ちの手で多文化共生社会をつく
るワークショップ』に参加した
有志で、ワークショップの経験
を活かしていこうと、多文化共
生研究会が発足しました。一口

に「外国籍住民」と言っても、様々な言語、
文化、生活習慣、価値観を持つ人たちがい
るため、生活面などでは日本社会との間に
摩擦が生じたり、誤解を招いてしまったり
することが少なくありません。このような
状況だからこそ、お互いの価値観や習慣を
尊重しあい、誰もが自信を持って暮らすこ
とができる「多文化共生社会」を目指した
地域づくりが重要になってくるということ
で、これらをテーマに研究活動が進められ
ています。（財）金沢国際交流財団の『多文化共生まちづくり事
業』と連携した活動を通して、課題解決に向けて行動していく活
動的な会だと説明してくれました。
夏さんはとても明るく積極的、活動的な方で、自分からいろい
ろと話していただきました。本場台湾の凍頂烏龍茶までご馳走に
なり、1時間半の取材もあっという間に終わりました。求人案内、
金沢の文化・伝統等、あらゆる情報を小冊子にして発信されてい
る夏さんの友好的国際交流活動が、如何に石川県の国際交流活動
の一端を担い役立っているかと思うと、私たち一同は夏さんの事
は忘れられない方としてエールを送って止みません。

夏さんのプロフィール

台湾 台北出身
金沢、富山、そして金沢と移り住んで19年、現在に至る。

NIC全体ミーティング
各コース別交流
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I F I E特別企画の一環として行われた今回の「竹文化-
Bamboo Culture-」。講師をつとめたジャスティンは7月末で
3年の任期を終え、石川県国際交流協会を離れます。そこで最
後の思い出となるイベントとして、ジャスティンが日本で生活
する間に触れた竹の素晴らしさを、日本人にもっと知ってもら
おうと自ら企画しました。
イベントは13時から開かれ、最初の1時間は茶道の馬場先生

に直接点てて頂いたお茶と、お菓子を頂きながら歓談が行われ
ました。茶道は、俳句に季語があるように季節を意識しており、
この日は、夏らしいお茶碗とお菓子を用意して頂きました。ま
た、茶道具のひとつである棗

なつめ

は、竹文化のイベントに合わせて
竹でできた棗が使われました。お茶会の後は、ジャスティンに
よる竹や尺八に関する話が行われ、その中では、竹の種類に触

れ、ひとくちで竹といってもいろいろな種類があるということ、
また、尺八の作り方にも触れました。初めて竹文化に触れた人
にもわかりやすいようにと、スクリーンを使っての説明など、
工夫されていました。最後は、ジャスティンと尺八の野村先生
による短い尺八演奏が行われました。計2曲演奏され、そのうち
の1曲は先生とジャスティンの二人で原曲をアレンジしてつくっ
たもので、参加者は皆、1本の竹でできた尺八から奏でられる心
地よい音に聴き入っていました。国際交流サロンの美しい日本
庭園と尺八演奏の調和がとれていて、とても良い雰囲気だった
と話してくれた来場者もいました。また、当日はジャスティン
が袴をはいて登場し、会場を涌かせる一幕もありました。日本
の竹、そして尺八という日本ならではの伝統文化を、国際交流
を通して体験できる貴重な機会だったのではないでしょうか。

IFIE事業紹介

オーストラリア出身のジャスティンが講師をつとめ、自慢のオーストラリア料理を披露してくれました。この日のメニューはサーモ
ンステーキ、マッシュポテト、アスパラ・マッシュルーム・玉ネギの炒め物とデザートの4品。できあがった料理はボリューム満点。
家庭でもつくりやすい料理なので、家へ帰ってまたつくってみたいという参加者の声も聞こえました。

サーモンステーキ
材料 サーモンフィレット クレイジーレモン・ペッパースパイスブレンド オリーブオイル 塩

ドレッシング
赤ピーマン 1（グリルしてから皮をむいて種を取ってから細かく切る） 赤玉ネギ 1／2（みじん切り）
ケーパー 小さじ1 オリーブオイル 大さじ2 イタリアンパセリ ライム汁 塩 黒こしょう

作り方
1. サーモンフィレットにオリーブオイルを塗って、クレイジーペッパーもかけてそのまま置く
2. ドレッシングの準備。ボウルに材料を全て入れて、混ぜる
3. グリルで各面を2分ずつ焼く できあがり！

6月11日（土） オーストラリア料理

講師はロシア出身のセルゲイ。この日つくった料理は、マッシュポテトのクレープ包み焼き、ロシア風ミートボール、カニカマとス
イートコーンのサラダの3品。みなさんさすが手際がよく、着々と料理を完成させていました。なかなか食べる機会の少ないロシア料
理にみなさん興味津々。持ち帰り用に持参した容器も必要がないくらい、その場で食べきってしまっている人がほとんどでした。

ロシア風ミートボール
材料 挽肉 400g 玉ネギ 3／4 米 お茶碗1杯分 卵 1個 小麦粉 少々

サワークリーム 100cc トマトピューレ 大さじ2 水 200cc 塩 大さじ1 こしょう 少々

作り方
1. 玉ネギの4分の1を細かく切って炒める
2. 残りの玉ネギをおろす
3. 挽肉に1，2と炊いた米を入れてまぜる
4. 3に卵、塩、こしょうを入れて混ぜる
5. ボールを作って、小麦粉をまぶす
6. フライパンできつね色になるまで焼く。その後鍋に移す
7. 生クリーム、トマトピューレ、水、塩（小さじ1）を混ぜてから鍋に入れる
8. 弱火で20分くらいことこと煮る できあがり！

7月9日（土） ロシア料理

身近な食文化から国際交流・国際理解を深めてもらおうと、
石川県国際交流協会では、今年度、一般県民を対象に９回の国
際料理教室を開催します。講師は県国際交流員がつとめ、出身
地や縁のある国の家庭料理を紹介していきます。これまでに２
カ国の料理教室が開催されました。

今後の予定 ９月 アメリカ料理 ブラジル料理 10月 世界の料理を味わおう（オーストラリア・ロシア・アメリカ） 11月 韓国料理
［場所］石川県青少年総合研修センター ４階調理室 ［定員］各回20名 ［参加費］500円（材料費）
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去る6月11日（土）、石川県国際交流センター（リファーレ4階）
にて今年度第1回目となる留学フェアが開催されました。年に2，3
回行われているこの留学フェア。今回はより来場者の方に満足して
いただくために、個別カウンセリングのみ行われました。当日はア
メリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、中国、ワ
ーキングホリデー、海外ボランティアのブースに分かれ、参加者は
留学経験ボランティアの方々によるアドバイスに熱心に耳を傾けて
いました。現地での生活をはじめとした、留学経験者による生の声
を聞くことができたこと、多様な問題について話し合うことができ
たようです。日頃抱えている疑問を話したり、より具体的な情報、
役立つ情報を入手して留学に対する期待をいっそう膨らませている
ようでした。ボランティアとして参加していただいた方からも、自
分が現地で感じたことなどを伝える場があって嬉しいという声も聞
こえました。今年度もあと2回の留学フェアを予定しております。
本だけでは知ることのできない留学経験者による体験談を聞くチャ

ンスの場ですので、是非、ご参加くだ
さい。また、留学先の地域や学校に対
する情報・留学するために必要な手続
きの仕方に関する疑問等にお応えする
留学相談も行っております。お気軽に
お問い合わせください。

（財）石川県国際交流協会
事業企画班 TEL 076－262－5932

オーストラリアのおはなし「ポスおばあちゃんの魔法」
６月26日（日）

今年度第1回目はオーストラリ
ア出身のジャスティンが、母国の
絵本「ポスおばあちゃんの魔法」
を紹介。オーストラリアならでは
の動物がたくさん登場する物語
で、ポッサムの魔法使いのおばあ
さんが出てきたりと、かわいいイ
ラストの紙芝居に最初はそわそわしていた子どもたちも夢中に
なっていました。後半は日本でもお馴染みの「ロンドン橋落ち
る」を英語で遊びました。最初は大人がアーチをつくって、子
どもたちが音楽に合わせてトンネルをくぐり、次はその逆に大
人が子どもたちのつくったアーチの中をくぐり……ところが小
さなアーチを大人がくぐるのは大変！！悪戦苦闘しながらみん
なで楽しく遊びました。子どもが普段英語に触れる機会が少な
いので、今回子どもたちにこういった経験をさせることができ
て良かったという参加者のお母さんの声も聞こえました。ジャ
スティン手作りのお菓子もあったりと、盛りだくさんだった今
回のイベントに子どもたちも満足そうでした。

本を読む子どもたちが減少している今、絵本を通して子どもたちの本に
対する関心を高め、また異文化に対する興味を深めてもらおうと、前年
度からシリーズで開催している「世界の絵本をよもう！」。好評につき、
今年度も場所を石川国際交流サロンに移して開催します。

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。

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。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
日は午後からも日本文化などの体験学習を行います。今年
度、11月以後は以下の研修グループを受け入れ予定です。

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

モナシュ大学 オーストラリア 11月下旬～2月下旬

韓国外国語大学 韓国 1月中旬～2月下旬

石川県友好地域日本語研修生 ブラジル、韓国、ロシア 1月中旬～3月中旬

研修グループと研修期間
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2002年8月1日金沢市の旧県庁に着いた時の記憶はまだ残

っています。「ナニこの暑さ～！」というのが最初の印象です。

8月と言えば、南半球に位置しているオーストラリアはちょう

ど冬の時期で、その気候から金沢の蒸し暑さに飛ばされて、体

と頭両方が奮闘していました。その時に一つ覚えていることは

蝉の音です。ミーミーと鳴いていて、「生きているよ～」「死ん

でいるよ～」どちらか一生懸命に鳴いている様子が素晴らしか

ったです。そして水の音も好きで、流れている犀川と浅野川の

音をいつも楽しんでいました。

2003年8月、立山から上高地まで縦走している最中、五色

が原という所である女性に出会いました。実は彼女は金沢出身

の方で、彼女の紹介でもう一人の方に出会いました。彼に一本

の尺八を頂き、私のお茶の先生を通して、尺八の先生に紹介さ

れました。尺八を習い始めてからもう一年半ぐらい経ちますが、

その間尺八だけではなく、竹にも関心が深まりました。そして

つい先日、石川国際交流サロンで一般県民を対象に私は尺八・

竹に関する講演をする機会がありました。その頂いた一本の竹

で現在の私があります。私はずっと今まで出会った人々のお陰

で、今ここに立っています。何を言いたいですか。「有り難う」

という言葉を見ると、僕の解釈で（聞いた話かもしれない）

「有り＝存在、生きる」ということは難しいことで、あなたが

居なかったら、生きていけない。あなたのお陰で、生きていま

す。3年間、皆さんから頂いた温もりと友情とご指導、大変感

謝しています！

従ってよく考えてみたら、三年間金沢で勤務して、色々な人

物に出会った事がきっかけで、大変楽しく、教育的な経験にな

りました。きっと一生の中で、「国際交流員」としての仕事は二

度と出来ないと思います。翻訳、通訳、学校訪問（小・中・

高・石川長寿大学など）、料理教室（ハンガリーとオーストラリ

ア）、絵本を読む会、テレビと日本語教材ビデオに出演（石川で

学ぶ）、英語講師、石川県内にいるJET参加者のカウンセラーな

どなどの仕事を体験させて頂いて、自分にとって非常に貴重な

3年間になりました。時々私がしている仕事は「国際交流」に

役に立っているかどうか考えます。そして時々、ある学校の生

徒から手紙が届きます。その手紙の中に書いてあることを読む

と大変満足します。私が話していることで一人でも多くの人に

伝えることが出来れば、嬉しいです。そういう手紙や言葉を頂

くと、石川県でのALTとCIRの役割の大切さを実感します。

これから金沢に戻る予定がありますので、機会がありました

ら是非また会いましょう！中国語の挨拶で言えば、「再見」！

CIR（国際交流員）のページ
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前号よりお届けしております留学経験者による体験談。今回は、カナダに語学・大学留学をされていた山本悟さ
んに体験談を寄せて頂きました。今秋から再度カナダへの留学が決まっている山本さんの、貴重な体験談と今後の
更なる留学に対する思いをお届けします。

2003年7月か
ら2004年12月
の約1年半、僕は
カナダのBritish
Co lumbia州の
Kelowna市にある
O k a n a g a n
U n i v e r s i t y
C o l l e g e に
留学していました。
Kelownaはのん

びりした風景が町中に広がる静かな町です。
今現在はTorontoへ9月からまた再度留学するため日本

に戻ってきてバイトや英語を使ったボランティアなど様々
なことに励んでいます。
留学を決めた理由といえば、「大学受験面倒くさい」、

「都市部にでると金かかる」という感じでしたが、最大の
理由は、「英語を学び、喋れるようになりたい」でした。
僕の留学期間は大きく2つに分かれます。ESL（語学機

関）に1年と大学に半年です。
最初の1年間はESL（ Engl ish as a Second

Language）という大学の語学機関で英語の勉強をしてい
ました。そこでの1年間は僕にとって貴重な体験となって
いますし、英語の基礎の読む、書くをきっちり初歩から勉
強できたことが後の大学の授業に大いに役に立ちました。
あとの半年は大学生1年生としてカナダ人と同じように

授業を取りました。1年間の間に少しずつ大学の授業は取
っていたのですが、すべてのクラスが大学で、というのは
初めてでした。どの授業も新鮮でおもしろかったけど、や
はり半年間はかなり辛いものでした。しかし、やり遂げた

あと先生にあいさつに行ったときに言われた、“You did
great job. I'm proud of you”という言葉は今でも心の中
に残っています。
Kelownaでの1年半は僕にとって留学の大切さ、すばら

しさを教えてくれるものでした。Kelownaであったから
こそ、そこで出会った様々な人、友達、経験した楽しいこ
と、辛いことがあったからこそ、僕は胸を張って、“留学
って素晴らしい”といえるんだと思います。9月からは
Torontoというまったく新しい環境で一からの出直しにな
ります。今はこの新しい留学生活にワクワクしています。
きっとKelownaで経験したものよりも何十倍も辛いもの
になると思います。でも嫌だとは、これっぽっちも思って
いません。なぜなら楽しいことだって何十倍にも何百倍に
もなるって分かっているからです。そしてこの次の留学が
僕をまた大きく成長させてくれると、信じているからです。
皆さんもどうですか？少しでも気持ちがあるなら、チャレ
ンジしてみてください。

では最後は留学生らしく英語で、
留学 is something that I can be very enthusiastic

about. It is partly because I can get to meet
people from all over the world, or I can eat great
and big pizzas and burgers with much less
expensive cost than that of Japan. But I believe it
is mainly because 留 学 gives me a great
experience that no one would ever experience
before. And I know that experience helps me to
become a much bigger and greater person in the
future.

留学体験談
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● 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

● 日中友好文通の会金沢支部例会
期　間 10月16日　

13:30～15:00まで
場　所 石川県広坂庁舎
内　容 「西洋鏡、映画の夜明け」を見

ながら中国茶と宮廷菓子「菊の
花」を頂きます。その後、留学
生との“中国歓談”をします。

問合せ 日中友好文通の会　金沢支部
担当　北林　敬子
牲 076-242-1526
FAX 076-242-1526

● 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P5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ボランティア平成17年度秋の
募集説明会「体験談＆説明会」

内　容 青年海外協力隊、シニア海外ボ
ランティアの募集についての説
明会を開きます。

日　時 ①青年海外協力隊（20歳～
39歳対象）
10月23日（日）
14：00～16：00
リファーレ4階
10月29日（土）
10：00～12：00
金沢パークビル3階（JICA
北陸）
11月10日（木）
17：00～19：00
金沢大学総合教育棟
②シニア海外ボランティア
（40歳～69歳対象）
10月23日（日）
10：00～12：00

リファーレ4階
10月29日（土）
14：00～16：00
金沢パークビル3階（JICA
北陸）

問合せ JICA北陸
牲 076-233-5931
FAX 076-233-5959
E-mail:jicahric-jocv@jica.go.jp

● 外国人のための法律相談
日　時 毎月第3木曜日1 3 : 0 0～

16:00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

暑かった夏も終わり、だんだんと秋の情景が広がってきている今日この頃です。梅雨
入りが遅かったため、梅雨明けも遅くなるかと心配されましたが、みなさんはどのよ
うな夏の思い出をつくったのでしょうか。今年の夏も、県内各地で様々な国際交流事
業が行われ、それぞれの事業を通して草の根レベルでの国際交流、国際理解が進んだ
ことでしょう。当協会では、10月に恒例の国際ふれあいDAYSを開催いたします。
県民、在県外国人の皆様、ふるってご参加ください。お待ちしております。

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、小西　征吾、玉田　麻弓、

大丸　晋一、谷　皐月

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


