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拝見！石川の国際交流

“結んで包んで” “結んで包んで” 

日本の伝統文化である「風呂敷」等を使って、外国の方々に
その良さを知って頂こうと、石川国際交流サロンにて１月28
日（土）午後１時30分より“結んで包んで”の講習会が行わ
れました。着物の着付けやマナー礼法を主に、講師に安藤直美
先生を迎えて、和やかな雰囲気の中、風呂敷を使って帽子やウ
エストポーチ、ハンドバッグ、また籠を利用したバスケット包
みや、瓶を利用したお雛様飾り、シャンパン結び、平包み等、
色鮮やかで様々な大きさの風呂敷を四方八方に折り、時には風
呂敷2枚3枚と利用し、ねじったり中に差し込んだりとちょっ
としたアイデアが素敵になるので、とても便利だと好評でした。
先生を囲んで輪になり、一つ出来れば皆喜びの声をあげたり、
拍手をしたりしてとても盛り上がりました。
その他にも日本の訪問作法や儒教などの歴史についても学

び、オーストラリアのモナシュ大学からの学生、他にもバング
ラデッシュやミャンマー、インドネシア、フィンランド等の国

１月28日土曜日、金沢パー
クビルにおいてJICA（国際協
力機構）北陸による平成17年
度国際理解教育実践報告会が行
われました。この報告会は昨夏
エジプトへのJICA教師海外研
修に北陸から参加された7名の

教員の方々による国際理解教育についてで、この日会場には、
教員の方を含む20名ほどが参加されました。
報告会では前半にはエジプト国内の様子や研修の概要を報告

する研修報告と海外研修に参加された教員の方による国際理解
の模擬授業、後半では「国際理解授業を実践してみて」と題し
て海外研修に参加された6名教員の方々によるディスカッショ
ンが行われました。
JICAでは子どもたちの国際理解を深める授業に役立てても

らう目的で10日程度の期間の教師海外研修を行っています。
報告会前半の研修報告ではエジプトでの学校等の施設訪問や現
在青年海外協力隊としてエジプトに派遣されている方々を訪問
されたこと、そして今回の研修にあたって派遣前と帰国後にそ
れぞれ勉強会を開き、特に帰国後の勉強会ではどのようにエジ
プトでの体験を生徒・児童たちに伝えていくかということなど
の話し合いなどが紹介されました。
また、国際理解模擬授業の時間には今回海外研修に参加され

た金沢市内の小学校教員の方が国際理解授業を実際に小学校で
行ってみての小学生の反応として、子供たちがエジプトやエジ

プトの持つイスラムの文化について｢砂漠の国｣だったり｢一日
に5回もお祈りをするのは大変そうだ｣など知ったことや感じた
ことの感想文を紹介してくれました。その後の参加者を児童に
見立てた模擬授業では、研修中に撮った写真などを使いファー
ストフード店や青年海外協力隊の活動など、エジプトの様子を
紹介。続いて『どうしてこんな大変な思いをしてまで青年海外
協力隊として活動するのだろうか？』という題で話し合いが行
われました。参加者からは｢人の役に立ちたいから｣、｢自分の
力を試したいから｣、｢海外を見てみたいから｣といった意見が
あがっていました。最後に＜自分のため＞、＜(エジプトの)人
のため＞と＜自分のためと人のためが半々＞に分類され、小さ
な討論会形式による意見交換が行われ、さながら小学校のクラ
スのようでした。
今回行われた報告会では、教員の方が自らの海外研修での体

験を生かして直接生徒や児童に海外の様子を伝えるということ
が、子供たちにとって地図で見るよりどれだけも世界や海外の
文化を身近に感じるよいチャンスになっていることを帰国後に
授業を行った教員の方
からの報告や子どもた
ちの感想文、そして模
擬授業などから感じと
ることができました。
また体験から伝えると
いうことの大きさを感
じさせられました。

からの留学生や主婦の方々、またIVネットワーク会員の方々等
様々な方が参加しました。「諸外国に無い日本の風呂敷の歴史
文化を学べてとても楽しかった。母国にもこの事を紹介した
い。」といった感想が多く聞こえ、結び方の名称や由来をこと
細かくメモしたりしている姿も見られました。風呂敷包み講習
の後、和菓子「椿餅」を食べながら茶話会が催され、出来た包
みを見ながら話も美味しく弾んでいました。「こういった風呂
敷を使った講習会は今回で5回目程になります。長く学んだ着
付けを通じて、日本の伝統文化や礼法の中で最も大切で、また
訪問の時に美しく演出してくれるのがこの「風呂敷」だと思い
ます。是非、多くの方々に風呂敷の良さを知って頂きたいです
ね。」と安藤先生は述べておられました。この日は25名以上の
人で賑わい、冬本番の寒さを忘れさすかのような心和やかな１
日を過ごせた様子です。

シャンパン結び 日本の礼法 包み方いろいろ 茶話会
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留学生交流のつどい

ベトナムでは「テト」、中国では「春節」、韓国では「ソルラ
ル」といって、これらの国々では旧暦のお正月を盛大に祝いま
す。この時期日本で学ぶ留学生たちは、祖国のお正月を思い出
しながらも普段どおりに勉学に励む日々を過ごしています。今
年は１月29日が旧暦の正月でした。その１週間後の2月5日、
中国、韓国からの留学生にも参加を呼びかけ、財団法人アイ・
社会文化推進事業団主催のもと約100名の留学生が集い、今回
で11回目の開催となる「祝祭 ’06新春　留学生交流のつどい」
が行われました。
オープニングステージが二胡での演奏による「除夜小唱」で

始まると、全員が素晴らしい演奏に聞き入り、その後の新春ス
ピーチでは留学生のブイ・ディン・タンさん、孫皎さん、秦薇
薇さん、グエン・トゥ・フォンさんの4名が「今年の目標、将
来の夢」という事で新春の抱負を語りました。また、北陸先端
科学技術大学院大学教授のホー・ツー・バオ氏が「留学生に期
待する」をテーマに話されました。今回のイベントの楽しみの
一つである昼食会ではベトナムのバイチュン、中国の水餃子そ
して韓国や日本の手料理を試食しながら各留学生が交流を深め
ました。昼食交流会ではベトナム、中国の留学生がそれぞれの

国の挨拶の言葉などを紹介し、新春運試しお楽しみ福引きタイ
ムで大いに盛り上がりました。その後は交流ステージが始まり
タイダンス「シラポーン」、日本からは「はるあつ」、ベトナム
留学生のグループなどのステージにていろいろな国の曲が演奏
され、会場は和やかな雰囲気に包まれました。また、日本の民
謡グループ「ふじの華」が花笠音頭の踊りで日本の文化を伝え
ました。
最後の催し物として留学生から参加者を募り、カラオケが行

われました。各国の留学生が自国の歌を披露し最後にはSMAP
の「世界に一つだけの花」を「音楽は世界の言葉」をもとに参
加者全員で歌い、留学生交流のつどいが最高潮に達しフィナー
レとなりました。今回の留学
生交流のつどいにて音楽交流
やお正月料理の試食交流など
各国の留学生が楽しいひと時
を持つ事でお互いの交流を深
め、また日本での今後の勉学
の更なる励みとなることでし
ょう。

昼食交流会

タイダンス「シラポーン」を踊るタイ舞踊グループ 自己紹介をする留学生

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）金沢支部では金
沢国際交流会館・石川県留学生交流会館に居住する留学生及び
地域住民が講師のお話を聴きながら異文化理解を深め、交流す
ることを目的に、全5回のサロンを計画している。第4回目に
あたる2月9日、参加者10名が金沢国際交流会館で金沢大学河
野芳輝名誉教授の「地震のはなし」を興味深く聴き入った。

世界のどういうところで地震が起きているのか、ということ
や地震計測技術の進歩、古文書に残っている地震の記録など、
ディスプレイや資料を見ながら説明を受けた。「どの時間帯で
地震が多発していますか」、「地層のたまっているストレスを測
定する方法はあるんですか」と専門的な質問をする留学生もい
て「いい質問ですね」と河野先生も嬉しそうに微笑んで応答し
てくださった。

次に、地震と津波の関係、津波のエネルギーの凄さを最近の
例をあげて説明、参加者には海岸で揺れを感じたら警報に注意
し早く逃げることを力説された。金沢は体感地震の少ない町だ
が2千年前に動いたとされる森本富樫断層が明日動くかもしれ
ないということも考えられるので地震と無縁の町とは言い切れ
ない。留学生の皆さんへは、お国へ帰られたら今日の話を友人
知人に伝えて、地震や津波の被害を少しでも減らせるよう役立
ててほしいなど締めくくられた。
ブラジル人留学生稲岡プレイアデスさんは「国では今まで地

震に遭遇していないので、もしもの時、パニックにならないよ
うにと思い参加しました。とても勉強になりました。」と話し
てくれた。

もりの里異文化交流サロン 

＜古文書から地震予知＞

＜森本富樫断層＞



4

IFIE事業紹介

講師は韓国出身の美淵（ミヨン）。この日は「キムパップ」、「トッポッキ」と「パッピンス」
の3品を紹介しました。普段の料理教室ではメインとなるおかずを紹介する事が多いのですが、
今回は韓国のお菓子紹介とあって参加したお子さん達はとても楽しそうな様子でした。中でも
「トッポッキ」は韓国の女性が非常に好んで食べる料理だそうです。辛い韓国料理だけではなく、
また少し違った韓国の食べ物の良さを知るきっかけとなったようです。

１１月１９日（土） 韓国料理

カナダから来た国際交流員のスティーブンが講師をつとめ、「グリルチキン」、「ベークドポテ
ト」と「クリームブリュレ」を紹介。当日は悪天候にも関わらず、多数の参加者が集まりました。
カナダ料理だけど日本の食材で全て間に合う料理に、参加者の皆さんからは「家に帰っても実践
しやすい」と好評でした。普段はあまり料理に慣れていないスティーブンも、この日の料理教室
の成功にひと安心したようです。おいしく作れてよかったね。スティーブン！

１月２１日（土） カナダ料理

12月18日（日）、石川県国際交流センター大研修室において、
幼稚園・保育園児とその保護者を対象に「みんなのクリスマス」
を開催しました。このイベントは、幼い頃から外国人とふれあう
機会をもってもらおうと、毎年IFIEが企画しており、今年で3年

目となります。
当日は約20名が参加し、石川
県国際交流員6名と一緒にクリス
マスにちなんださまざまな歌や
遊びなどの企画で盛り上がりま
した。中でも、セルゲイが扮す

サンタがやってきた 

るサンタクロースが登場すると子供たちは大興奮。みんなはプレ
ゼントをもらえるとあって、良い子でいたことをアピールし、全
員で「We wish A Merry Christmas」という英語の歌をサンタ
クロースのために歌いました。待ちに待ったサンタクロースから
のプレゼントの時間では、サンタクロースが子供たちへのプレゼ
ントを忘れて来てしまうというハプニングに、子供たちは皆、大
ブーイング。その雰囲気を変えてくれたのが、サンタクロースの
お手伝いをしてくれる妖精に扮したナンシーとネリです。うっか
り者のサンタクロースの代わりにプレゼントをもってきてくれ
て、子供たち一人ひとりに手渡
してくれました。子供たちにも
笑顔が戻り、みんなでクリスマ
スのお菓子を食べたり、サンタ
クロースと一緒に写真を撮った
りしながら、クリスマスムード
を満喫した１日となりました。

2月25日（土）石川県国際
交流センター研修室4にて平
成17年度広報ボランティア
養成研修会を開催しました。
今年度も前年度にひき続き講
師にフォトジャーナリストの
有田明子氏を迎え、「情報誌
づくりに役立つ取材現場の実

践スキル」と題して講演会を行いました。講演会では、情報の
取り上げ方と時間の関係について触れ、紙面に載せるタイミン
グの重要性を資料を使ってわかりやすく説明。その後のワーク
ショップでは紙面企画から構成までをグループに分かれて行い、
多数の意見が飛び交う様子はさながら参加者全員が編集長のよ
うでした。参加者からは「とても勉強になった。今後の情報誌
づくりに役立てていきたい」と意欲的な意見が次々と聞こえて
きました。石川県国際交流協会では随時広報ボランティアを募
集しています。お気軽にお問い合わせください。
電話076－262－5932

広報ボランティア
養 成 研
広報ボランティア
養 成 研
広報ボランティア
養 成 研 修 会
これであなたも編集長！ 

平成
17年度
平成
17年度

2月26日（日）、今年度第3回目となる「海外留学相談会」を開催
しました。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。
パネルディスカッションでは、6名のパネリストが写真を交えて
海外での様子を説明。質問タイムでは留学する上での不安な点など、
様々な質問が飛んでいました。個別カウンセリングでは、国または
留学形態に合わせてブースを設け、留学相談会に初めて来たという
参加者は、「生の体験談が聞けて嬉しいです。本では知ることのでき
ない貴重なお話を聞くことができました。」と留学に対する不安感も
少しは軽くなった様子でした。
石川県国際交流協会では毎年全3回の留学相談会を予定しており
ます。留学に興味のある方、またもうすでに渡航が決まっている方
へ少しでもお役にたてる留学相談会を行っていきたいと思っており

ます。多数の方のご来場をお待ちして
おります。また、留学相談の窓口も常
に設けてございますのでお気軽にご利
用下さい。お問い合わせは、電話
076－262－5932まで。

海 外 留 学 相 談 会

シリー
ズ 

国 際 料 理 教 室 
IFIE企画で好評の国際料理教室が石川県青少
年総合研修センターで行われました。今回は韓
国、カナダの各料理教室の模様をお届けします。
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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！ 

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 

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。今後
は以下の研修グループを受け入れ予定です。

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　 受入人数 受入期間

P I I 45名 6/4～7/29

研修グループと研修期間

モントリオール大学 5名 5/7～6/3

V M I 4名 5/14～6/18

1月21日（土）、石川県国
際交流センターにて石川県外
国人日本語スピーチコンテス
トを開催しました。7カ国
24名の出場者が5分間とい
う限られた時間の中で日本語
によるスピーチを披露してく
れました。一番目の出場者だ

った韓国出身のハ・ジョンゴンさんは「心を通じて一つになる
世界」と題し、日本と韓国の関係について「お互い文化は異な
るが心はみな同じ。友達になりたいという気持ちがあれば、必
ず伝わる。」と、日韓の架け橋になりたいという熱い想いが伝
わってくるスピーチをしてくれました。また、台湾出身で現在
オーストラリアに留学中のウ・セリーナさんは日本に来て発見
したことについて、ユーモアを交えたスピーチを披露し会場を
沸かせていました。多数の来場者を前に緊張で言葉に詰まって
しまった参加者もいました
が、皆最後まで自分の意見
や思いを述べていました。
日本語スピーチコンテスト
の石川県知事賞はマルツェ
ヴァ・マリアさん（ロシア）
が受賞。流暢な日本語と表
現力が高く評価されました。

日本語 スピ チコンテスト
語 スピ チコンテスト

日本語 スピ チコンテスト
語 スピ チコンテスト

日本語 スピーチコンテスト
英 語 スピーチコンテスト

また、22日（日）には高校生部門と社会人部門の2部門に分か
れての英語スピーチコンテストが行われ、午前中に開催された
高校生部門では、コンテスト終了後に英語指導を行ってきた
ALTに励ましやお祝いの言葉をかけてもらっている学生もいま
した。高校生部門での石川県知事賞は石崎卓水さん、社会人部
門では付超一さんがそれぞれ受賞しました。

2月10日（金）、白山市白
峰村にて開催された雪だるま
まつり2006に海外技術研修
生11名が参加しました。南
米や東南アジア出身の研修生
は母国で雪を見る機会がな
く、雪で遊ぶことが初めてと
あって雪合戦をするなど皆と

てもはしゃいでいました。会場では多数の雪だるまたちが出迎
えてくれ、中にはトリノオリンピックにちなんだ雪だるまもあ
り、母国の家族や友達に見せようと記念写真をたくさん撮って
いました。また、白峰で有名なとち餅入りのおしるこを飲んで
体を温めながら、石川の冬を満喫していたようです。みんなで
の最後の旅行となったこの雪だるままつり。2月には全ての日
程を終了してそれぞれの国へ帰国しました。研修先で学んだこ
とやたくさんの思い出を胸に、帰国後も母国の発展に貢献・活
躍できる人材になって欲しいと思います。

国

カナダ

アメリカ

アメリカ
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CIR（国際交流員）のページ

今回皆さんとのお別れの言葉を考えることで、石川県と金沢で過ごした日々が浮かんでき
ました。この三年間では素晴らしい人たちと出会い、貴重な体験をたくさんできました。こ
ちらの生活では色んな方々にお世話になり、本当にありがとうございました。その中でも国
際交流協会、国際交流課、交流サロン、ラウンジの皆様をはじめ、各地で出会った県民の皆
様は私の生活に欠かせない存在でした。参加した国際理解教室では私の大好きな国、ブラジ
ルとその文化、異文化社会での生活に大切なことをもっと知って欲しいと思い、頑張ってき
ました。出会った青少年たちが心のどこかに私のメッセージが伝わったならば、日本での国
際化に少しでも貢献できたかと思います。
毎日一緒にお仕事をしてきた国際交流員の仲間たちもかけがえの無い存在でした。同じ外

国人として常に強い味方であり、よき話し相手でもありました。私たちも知らないうちに異文化理解を肌で感じられた
職場でもありました。これからも、お互いの夢の実現のため、がんばりましょうね！
これから人生はまだまだ続きますね！皆さんがいつまでも健康で幸せであります事を心より願っています。地球が回

っている限り、いつか世界のどこかでお会いできることと信じています。
A vida é maravilhosa, só nos resta viver!!  人生はとても素晴らしい授かりものなのです。それを素晴らしく生
きましょう！ ブラジル：小原　ネリ

皆さん！アンニョンハセヨ。県の韓国の国際交流員のキムミヨンです。このように皆さんと会
うのは残念ながら、今回で最後になりました。金沢に来てからの2年間は私にとっては、本当に
大切な時間でした。2年前、金沢にきた当時は、日本の生活だけではなくて、日本語にもまだ慣
れてなかったです。しかし、2年が経った今は、皆さんのおかげで、休みで韓国に戻った時、韓
国語がへたくそになったと言われるぐらい日本語にも慣れたし、良い友達もたくさんできました。
皆さんのおかげで、金沢での2年間は楽しいことでいっぱいでした。あまりにも緊張しすぎて、
自己紹介すらまともにできなかった韓国語講座、チジミで盛り上がった小学校での国際理解教室、
電車とバスで2時間かけて行った学校訪問、青少年国際会議での同時通訳など様々なことが、私
に楽しい思い出を作ってくれました。皆さん！本当にありがとうございました。人生の中で長い

と言えば長い、短いと言えば短い2年ですが、皆さんのおかげで、いい思い出をいっぱい持って帰ります。私にとって金沢
は日本での故郷で、これからどこにいても、きっと金沢が恋しくなると思います。また、金沢だけではなく、心温かい石川
県の皆さんも恋しくなると思います。その時は必ず金沢に戻ってきますので、その時またお会いしましょう！皆さん！本当
にお世話になりました。どうもありがとうございました。アンニョンヒケセヨ。 韓国：金　美淵

時間が経つのは早いです。あっという間に、私はもう帰国のときを迎えています。この一
年間を振り返ってみると、本当に面白かったし、有意義な一年間でした。
一年前の辞令をもらう時の自分の不安気な写真を見ると、自分は成長してきたのだなと思いま

した。
一年間は短かったですが、楽しく色々な仕事をやらせていただきました。「中国語講座」

「少年の翼」、「ふれあいDAYS」、「クリスマスパーティー」等々…。
正直に言うと、去年石川県に来る前には、プレッシャーがありました。仕事上では期待さ

れていたし、生活とかに関しても、色々と悩みがありました。でも、職場の仲間たちが自分
と本当に優しく付き合ってくれて、ほっとしました。仕事は段々と慣れてきたし、刺身（特

に甘エビ）も大好きになってきました。
もちろん、楽しいことばかりではなかったです。仕事があまりにも忙しくて、辛かった時期もありました。しかし、

今になって振り返ってみると、試練があったからこそ、自分が大きくなれたと思っています。
去年の自己紹介を書いた時、何を書けばいいか悩んだ時のことを、まるで昨日のようにまだはっきりと覚えています

が、このように帰る日を迎える時期になりました。この一年間、本当に沢山の方にお世話になりました。この一年間で
学んだことを持ち帰って、これからの仕事で活用し、自分の更なる成長を目指して頑張っていきたいと思っています。
皆さん、応援していてください。 中国：湯　暁勤

IFIEで国際交流員として勤務した３人、小原ネリ（ブラジ
ル）、金美淵（韓国）、湯暁勤（中国）が４月で任期を終え
帰国します。石川県国際交流協会のイベントや国際理解教
室など、様々な国際交流の分野で活躍してくれた３人に、
それぞれの在任中の思い出を語ってもらいました。
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IFIE PLANET留学体験談

留学 留学 留学 A Zto ！ カナダ・ 
ワーキングホリデー編 

シリーズ 

第4回 

海外で勉強も仕事もしてみたい！そんな方におすすめなのが「ワーキングホリデー」制度です。近年、ワーキング
ホリデー対象国も増え、現在ではイギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、韓国、ドイツ、フラン
スの７カ国で可能となっています。今号では、カナダにワーキングホリデーを利用して渡航された山本真紀子さん
に、体験談を寄せて頂きました。

外国で暮らし、外国で働いてみたい。その夢を叶えるた
めに、2004年1月にワーキングホリデーでカナダ・バン
クーバーに渡航しました。
着いてからの１ヶ月は、日本から学校と一緒に予約して

おいたホームステイに滞在しました。スリランカ人のホス
トマザーと娘、韓国人、台湾人のルームメイト、そしてそ
の後、私の母のような存在となるパトリシアと生活を共に
しました。ホームステイしながら１ヶ月間、子どもに英語
を教える方法を学ぶ「児童英語教師養成講座」を受講しま
した。英語の歌やアルファベットの教え方などを学びまし
た。実際に教壇に立ち、他の学生を生徒に見立てて授業を
行いました。そこで勉強したことは、この後仕事で大変役
に立ちました。
１ヶ月の学校生活もそろそろ終わる頃、私は仕事探しを

始めました。まず、英語のレジュメとカバーレターを作っ
て、学校の先生に見てもらいました。学歴よりも職歴が重
視され、いかに自分をアピールするかでした。日本のよう
な謙遜の文化はありません。自分はとても素晴らしい人間
であるということをアピールするのです。それに慣れてい
ない日本人は戸惑いますが「郷に入れば郷に従え」です。
今までの職歴、やってきたことを一つ一つ細かく書きまし
た。
渡航する前はカナダで働きたいと漠然と思っていました

が、どんなことをしようか考えていたある日、友達のパト
リシアが「日本で保育士の経験があるから、保育園でお金
をもらって働きなさい。」と言ったのです。私は驚きまし
た。日本人がカナダの保育園で働けるのだろうかと。日本
で、日本語を話せる外国の人がいてもおそらく英会話の教
師としてしか雇わないでしょう。しかし、話は違いました。

そこは移民の国カナダ。街を歩けばいろいろな言語が聞こ
えてくるし、人種も多種多様です。不安はありましたが、
彼女の「You can do it!」その言葉に勇気づけられて、あ
る求人にレジュメを送りました。１ヶ月後、１つの保育園
から、ここで働いてみないかというメールが来ました。初
出勤の日、ドキドキしながら勤務先に向かった私を子ども
達やスタッフは笑顔で迎えてくれました。私は主に
Toddlerといわれる１歳半から3歳までのクラスを担当さ
せてもらいました。
何か日本の文化や遊びを紹介したいと、日本で子どもた

ちに見せていたストーリーや手遊びを英語に訳して見せま
した。スタッフも興味深く見てくれました。いろいろな文
化を受け入れてくれる国だと感じました。肌の色が違う子
ども達、そしてスタッフもカナディアンだけでなくアジア
人やヨーロピアンなど様々でした。彼らと一緒に働き、仕
事ひとつでもいろいろな考え方があると知りました。集団
の輪を大切にする日本と、個人を大切にするカナダとでは
教育や保育の方針が異なり、そこで改めて日本の問題点や
よい面を感じることができました。
年齢や性別、国籍で差別されることなくやる気と実力を

認めてくれる国だと思います。私は、カナダの人たちと同
じフィールドに立つことができました。今まで夢をあきら
めることなく頑張ってきてよかったと思いました。カナダ
で本当に多くの人たちと出会い、いろいろな人に支えられ
ながら生きているということを実感し、そして、その出会
いで夢へのチャンスをつかむことができました。この素晴
らしい経験をさせてくれたカナダに感謝しています。自分
の夢は自分で叶えるもの、自分の人生は自分で切り開いて
いくものだと実感した一年間でした。

ワーキングホリデー時代の友人宅で

旅行で行ったカナディアンロッキー
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● チャリティ茶会
日　時 4月23日（日）

9:30～15:00
場　所 旧園邸

金沢市西町3番丁17－7
内　容 大学婦人協会金沢支部では、イン

ド・カシミールの女子学生に奨学
金を贈る活動をしています。収益
金はこの奨学金（KJS奨学金）基
金に繰り入れます。抹茶席と煎茶
席の2席を設けます。午後1時30
分より「千利休」と題するお話も
あります。

茶　券 1,000円（当日会場受付で入手可）
主　催 碩大学婦人協会金沢支部

牲 076-243-2174

● 国際ポットラックサロン「新おもてなし考」
日　時 毎月第1水曜日

14:00～16:00
場　所 石川国際交流サロン

金沢市広坂1-8-14
内　容 毎月第1水曜日の午後2時から4月

の間お好きな時間に、お好きな茶
菓子を持ち寄って座談会を楽しみ
ませんか。話題の中心は、日本文
化を外国人に説明できる人材の育
成を目指して、専門家等の解説を
受けたり参加者間の意見体験談な
どの交換。国際交流に関心のある
方、特に初心者の方大歓迎。

主　催 G.N.F（グローバル・フレンドシ
ップ・ネットワーク）金沢

問合せ 〒921-8033
金沢市寺町4-9-3
G.N.F金沢　代表　中島千代子
牲 076-244-4198

● 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 076-262-5932

●JICA北陸リファーレに移転
JICA北陸は3月20日（月）よりリファー
レ（オフィス棟）4Fに移転しました。これ
を機にいっそうの努力をして参りますので、
今後ともよろしくお願い申し上げます。
新住所 〒920-0853

金沢市本町1-5-2 リファーレ4F
JICA北陸（正式名称:独立行政法
人国際協力機構 北陸支部）
牲 076-233-5931
（変更なし）

FAX 076-233-5959
（変更なし）

※なお、市民の皆様への総合窓口
「JICAプラザ北陸」をリファー
レ1Fに併設いたしますので、是
非ご利用ください。

● JICAボランティア平成18年度春の募集
説明会「体験談&相談会」

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）
4月9日（日）14:00～16:00
泉野図書館2階　レクチャールーム
4月12日（水）18:30～20:30
リファーレ（オフィス棟）4階
JICA北陸会議室
4月22日（土）14:00～16:00

リファーレ国際交流センター4階
大研修室
4月27日（木）18:30～20:30
リファーレ（オフィス棟)4階
JICA北陸会議室
②シニア海外ボランティア
4月9日（日）10:30～12:30
泉野図書館2階　レクチャールーム
4月22日（土）10:30～12:30
リファーレ国際交流センター4階
大研修室

問合せ JICA北陸
牲 076-233-5931
FAX 076-222-5959
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

13:00～16:00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

「春」は、新しいことの始まりです。当協会でも国際交流員を含む職員が退任し、4
月から新しいメンバーでのスタートとなります。平成18年度もますます皆さんと楽
しく国際交流ができますよう、多数のイベントを企画していきたいと思っております。
皆さんにとっても素敵な新生活がスタートしますように！

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）

田井善和、大丸晋一、竹下知子、清水笑里奈、
金浦芳子、若林由里

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


