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拝見！石川の国際交流

北信越初の試みとなるブラジル国技、カポエイラの帯取儀式
「バチザード」（洗礼／昇段式）が、NAIECO CAPOEIRA主催の
もと、5月6日（土）正午より金沢勤労者プラザ１Fで行われまし
た。最初に挨拶、ゲストグループの紹介や代表者のJogo＝ゲー
ム（握手した時からゲームは始まります。いきなり攻撃というこ
ともあるので、特に初めての相手の場合は気を抜かずに始めま
す。）。14時30分より行われたプログラムのメインでもあるバチ
ザードでは、カポエイラで使う楽器を鳴らし、皆で円を囲みリズ
ムにあわせて手拍子をして歌い手が歌を、それにあわせて皆がコ
ーラスを歌い、その盛り上がったエネルギーの中で１対１で戦い
ます。蹴り技を多く使い、アクロバティックな蹴り技もくりだし
ギリギリの処でそれをかわしたりします。その中で相手の隙をつ
いて相手を倒したりもします。また倒すだけが目的ではなくダン
ス的な要素や、遊びという部分もあり、あえて勝敗はつけません。
最後には相手へのリスペクトをこめてお互い握手で終わります。
バチザードでは先生達と洗礼を受ける生徒がカポエイラで戦い、
生徒が倒されその時に洗礼を受け、強くなると言われています。
１組が終えると、周りからは拍手喝采。観客も国籍を問わず様々

で、中には自分達のダンスの参考に見
学しているグループもありました。
NAIECOのユニホームである白
の上下が印象的で、これはブラ
ジルの正装の白色が由来だそう
です。カポエイラは、帯の色で昇

段階級が区別されますが、グループ

によってはバチザードの仕方や帯の色
が多少異なり、NAIECOグループはブラジ
ルの国旗やグループのシンボルをイメージして帯の色が決められ
ている部分があります。バチザードに参加していたブラジル人女
性は「ブラジルの国技でもあるカポエイラがこんなにも日本人に
親しまれ、上手な事に驚いている。とても嬉しいことです。」と
インタビューに答えてくれました。またNAIECO CAPOEIRAの
リーダーである池崎雄一（いけざきゆういち）さんは「ブラジル
ではサンバやカーニバルがメインな部分があり、国技であるカポ
エイラの音が大きくても気にならない国民性。」と、音の迫力の
理由について語ってくれました。NAIECOの意味はNucleo de
Arte（芸術の中心） Integracao Educacao Cultura（教育と文
化の融合） Oriere（子供の頭）の頭文字をとっていて、本部はブ
ラジルバイーア州サルバドール市のイタプアンにあり、そこでは
沢山の子供達がカポエイラを学んでます。彼らの多くは貧困から
教育等を十分に受けることができないので、NAIECOではカポエ
イラを通じて肉体的な強さだけではなく精神的な強さ、また物
事の良し悪しやブラジルの文化、社会時事等について無償で教
えています。カポエイラについては歴史の解釈をはじめ、技の
名前やその他の細かな決まりについても、グループによって異
なっています。NAIECOにはNAIECOの決まり・方針があるた
め、グループはそれに従う事になっています。これらの情報は
インターネット上でも配信されているので、興味のある方は
http://www.geocities.jp/naieco_capoeira/frame.htmlや
「NAIECO CAPOEIRA」を検索、アクセスしてみてください。

第１回

JICAの実施する研修の一
つ、『CBR ワーカー支援プ

ログラム』が今年で5年目を迎えました。5月10日に始まった
日本語・日本文化研修の最後に行われた1泊2日のホームステ
イは20日で終了、21日から7月20日までは石川・福井各地の
障害者施設での実習となります。ホームステイを終えた6名の
マレーシア研修員と受け入れ家族の皆さんにお話をうかがいま
した。日本の印象は『清潔・安全・礼儀正しい』。そして受け
入れ家族の困ったことは一致して『言葉・食事』でした。イス
ラム教徒は肉食を禁じているので皆さん大変だったかと思いま
す。金沢市の川上晴雄・文恵さんご夫婦は、ご主人がカワハギ
を釣って奥様がそれを味噌汁にしたとのこと、新鮮な魚料理は
何よりのご馳走だったと研修員の一人NORLIZAさんは感激し
たようです。また忍者寺や金沢21世紀美術館観光などを通し
て、古いものを大切にする心と新しい美を創り出していく日本
の文化に触れた気がするとのことでした。
今後の石川・福井県各地の障害者施設での実習への抱負も聞

いてみたところ、「障害があっても周りの手立ての仕方や環境
の整備一つで、彼らの持っている可能性を最大限に発揮できる
ことも可能なので、日本でのその方法や支援の仕方を発達段階
に応じて実習していきたい。」と述べてくれました。日本で学

んだことを自分の国に何とか役立てよう
と望んでいる皆さんの使命感・期待感
が伝わってきました。「母国に夫や子
供、家族を残しての3ヶ月間は大変で
しょう？」と聞くと、
皆さん一様に

「滅多にない機会なので大切にしたい。
家族は理解してくれているし応援して
くれているので私も頑張りたい。」と
答えてくれました。
最後にJICA北陸の田中理さんに話を

聞いてみました。「皆ここで学んだことを現場で実践してくれて
本当に嬉しい。たとえば、施設の運営資金の為に
バザーで収入を得る方法を日本で学び、それを
現地で実践して障害児教育に貢献している。
これからも現場での彼女たちをサポートして
いきたい。」研修員の方々頑張ってください。
良い成果が得られますように……。

CBR：Community Based Rehabilitation（地域に根ざしたリハ

ビリテーション）の略

JICA「CBR　ワーカー支援プログラム」

マレーシア マレーシア から から ようこそようこそマレーシア から ようこそ

研修生のみなさん

ホストマザーの斉藤さんと

ホストマザーの川上さんと

JICAの田中さん



カレーが広める異文化理解カレーが広める異文化理解カレーが広める異文化理解カレーが広める異文化理解
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5月20日、金沢市長町研修館内でバングラデシュに小学校を
建てる会主催のバングラデシュカレー教室が行われました。講師
は現在北陸先端科学技術大学院学生のヌールン・ナハールさん
で、今回30名以上の人々が参加し、教室は賑やかな様子でした。
教室では、ターメリック、コリアンダー、ヒューミン、シナ

モン等様々なスパイスを使ったバングラデシュ独特のチキンカ
レー以外に、カレーに付けて食べるナンやクローブ・ティーと
いうスパイスの効いたお茶付のお米・牛乳・砂糖を煮た後冷や
して食べるキールというデザートといったバングラデシュの伝
統的な家庭料理を体験でき、参加者の関心を引き付けました。
参加者は各グループに分かれ、時折楽しく会話を弾ませながら、
グループごとに回って丁寧に、熱心に料理の指導をする先生の
お手本を真剣に見、協力しながら作業を進めていました。
料理教室の主催であるバングラデシュに小学校を建てる会の

谷島さんは、「バングラデシュの料理は、素材を活かした美味
しいスパイス料理がたくさんあるので、いろんな人に知っても
らいたい。」と、今回の料理教室開催のきっかけを語って下さ
いました。旅行を通じて、バングラデシュの小学校の環境設備
が十分に整えられていないため、勉強をすることが困難な子供

達を見た谷島さんは、
「何らかの形で自分自身
も教育環境を整えるこ
とに貢献したい。」と、
今回の料理教室を含めた活動の経緯を教えて下さいました。
ヌールン先生及び谷島さんら主催者側の異文化を伝えたい熱

意と、「外国の方々ともっと交流を広めたい」「国際的な活動に
参加し、理解を深めたい」という参加者側の国際理解に対する
熱意が合わさり、終始和やかな雰囲気でした。最後に完成した
料理を皆で試食する際も、初めて食べるバングラデシュ料理に
興味深く、また感激し
た様子で舌鼓を打つ、
にこやかな参加者の様
子を垣間見ることがで
きました。谷島さんら
主催者の方々は、今後
もこういった料理教室
の活動を続けていきた
いそうです。

はじめまして。3月より国際協力推進員として石
川県国際交流協会に配属された高本佳矢子です。
私は青年海外協力隊で2003年7月から2005
年7月までルーマニアのスラティナ第２保育
園で保育士としてボランティア活動をしてき
ました。主に子ども達と一緒にダンスを踊
ったり、体操したり、絵本を読んだりと、
体を動かす遊びを中心に子ども達の保育園
生活が楽しくなるような活動を行ってきま
した。また、日本の遊びを現地の職員に教え
一緒に行ったり、廃材を利用しておもちゃ作り
をしたりもしました。活動の最後には今後の保
育に役立ててもらえるように「遊びの教本」を作り、
職員に配布してきました。
先日、ゴールデンウイークを利用してルーマニアに里帰

り？！遊びに行ってきました。みんなどうしているかな？と思
いながら任地を訪れると、「遊びの教本」を使って手遊びや折

り紙などを取り
入れ活動してく
れていました。
2年間という短
い間でしたが、
ほんの少し私の
紹介した遊びが
定着していたこ
とにうれしく思
った旅行でした。

ところで、協力隊だった頃の話はさておき、
次は私の仕事の紹介をしたいと思います。
私は国際協力推進員として、国際協力に関心の

ある方へのアドバイスを行ったり、出前講座などで小
学校、中学校、高校、大学などへ行き分かりやすく協力隊での
活動やルーマニアについてお話したりしています。このように、
国際協力や国際理解について分かりやすく身近に感じてもらえ
るように、さまざまなお手伝いをしております。
国際協力をしてみたいけれど、「何をしていいかわからな

い？」「なんだか難しそう…」と思っていらっしゃる方も多い
かと思いますが、まずは私とお話しませんか？！「夢がかたち
になる」何か素敵な方法が見つかるかもしれません。みなさん
と世界をつなぐ国際協力の大きな輪を作っていけたらいいなと
思っていますので、どうぞよろしくお願いします。リファーレ
3階の石川県国際交流協会におりますので、お気軽に声を掛け
てくださいね♪

 ブナ ジーワ

Buna ziua!!
いい
しか
わの国際協力い

しか
わの国際協力

石川県の３代目国際協力推進員石川県の３代目国際協力推進員

高本佳矢子です

材料仕込みの開始

カレーを作る皆さん

おいしくできました！



国際情報ライブラ
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韓国のおはなし「トッケビの棍棒」 3月4日（土）

今回紹介した韓国の絵本「トッケビの棍棒」は、韓国人なら誰もが幼い頃に読んだことのあるお話。
韓国の県国際交流員ミヨンがチマチョゴリを着て、韓国語と日本語の両方で読みきかせをしました。
絵本の中に鬼が登場すると、子供たちはちょっと緊張気味だった様子でしたが、後半の鬼の面づくり

でそれぞれ思い思いにお面に色をつけると、子供たちの顔にみ
るみる笑顔が戻りました。韓国のお話の後は、ロシアの県国際
交流員セルゲイがロシアのあそびを紹介しました。ロシアでは
『ネコとねずみ』という名前のあそびですが、この日は鬼のお面があったので『鬼と人間』と
いうあそびに変えて、みんなで仲良く手をつないで円をつくって遊びました。イベントの最後
には、お利口にしていたご褒美にロシアのお菓子が子供たちに配られ、大満足の１日だったよ
うです。みんな、いい子にしていないと鬼が来るぞぉ～！！

[水生果]：韓国
材料 しょうが　80g 棒シナモン　20g 水　7カップ　　砂糖　50～60g 松の実　大さじ１　

干し柿巻き　　干し柿　５～６個　　くるみ　５～６個
作り方
①しょうがは皮をむいて洗い、薄く縦割りにして４カップの水の中で１５分煮立てる。
②棒シナモンはカップ３の中で約10～15分煮立てる。
③①と②をこして合わせ、砂糖を加えてもう一度沸騰させてから冷やす。
④干し柿はやわらかくふっくらしたものを選び、形を整えてへたを切り捨てて、縦割りにして平らになるよ
うに広げる。

⑤海苔巻きを作る要領でくるみを巻いていき、0.8㎝の厚さの輪切りにする。
⑥冷たくした水生果を器に張り、干し柿くるみ巻きを入れ、松の実を浮かべる。

みなさんも、ぜひご家庭でお試しください！！

レシピを少し
だけ紹介！

シリ
ーズ

国 際 料 理 教 室

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、シリーズで開催している「世界の絵本をよもう！」。今回は場所を石川県中央児童会館に移して開催しました。

平成17年度最後となる国際料理教室では前回も好評だった「世界の料理を味わおう」の後編としてカナダ、中国、韓国の料理
を紹介しました。前菜としてカナダの「グリル・ベジタブル・アンティパスト」、メインは中国の「甘酢豚肉」と「中華風炒飯」、
デザートには韓国の「水生果」をそれぞれの国の国際交流員が講師となり、参加者たちと一緒につくりました。メインを担当した
中国の国際交流員は2品作るとあって大忙し。参加者からの質問に答えるために、各テーブルを走り回っていました。韓国の「水
生果」は宮廷料理としても親しまれており、「チャングムの誓いの世界みたい！」と興奮気味の参加者もいたようです。大忙しで
つくったメインの中国の酢豚は、黒酢を使っての調理。参加者からは「普段食べている酢豚よりも甘く、黒酢の良さが出ている、
味が違って新鮮」と驚きの声があがっていました。

３月５日（日） 世界の料理を味わおう（カナダ、中国、韓国）

5月25日から29日にかけて、
今年度の国際理解のための外国
語講座の開講式が行われました。
5カ国語6講座での開講となる当
講座は、石川県国際交流協会の
6名の県国際交流員が講師とな

り、各クラス20名を定員とし全20回の日程で行われます。開
講式では、「ただ外国語を学ぶというだけではなく、その国を
より知ってもらうという国際理解の部分にも力をいれていきた
い。」という石川県国際交流協会専務理事山本寿子の挨拶で始
まり、英会話中級講座を担当するアメリカの県国際交流員ナン
シーは、英語で自己紹介と生徒への激励を述べました。中国語
会話初級を担当する蔡さんは、本人も初めて外国語講座を担当

[今年度実施の外国語講座一覧]

☆英会話　初級　　☆英会話　中級
☆中国語　　　　　☆韓国語
☆ポルトガル語　　☆ロシア語

※英会話以外は全て初級のみの開講です。

するとあって、「生徒のみなさんと一緒にがんばっていきたい」
と挨拶しました。今年度受講が決定したみなさん、国際交流員
と共に楽しく外国語を学んでいきましょう!!

平成１８年度平成１８年度　国際理解国際理解のためののための外国語講座外国語講座がスタート！スタート！平成１８年度　国際理解のための外国語講座がスタート！
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サッカー大国『ブラジル』―先日行われ
たサッカーワールドカップでの活躍も目覚
ましかったですが、みなさんはブラジルの
ことをどれくらい知っていますか？石川県
庁19階展望ロビーにて、ブラジル紹介を
開催しました。4月よりブラジルの県国際
交流員として着任した原口リリアンが、母
国の様々な文化、特有の動物や観光スポッ

トなどをパネルとスライドショーで紹介。参加者からは「アマ
ゾンにも都市部が存在するとは知りませんでした。」、「普段は

ブラジル料理に触れる機会が少ない
のであまり知りませんでしたが、お
いしそうなものばかりで今後料理教
室などを通してもっと知っていきた
いです。」と、ブラジルの新しい一面
を知ることができたようです。また、「ブラジルがサッカーが
強い理由を教えてください。」との質問に困惑する場面もあり、
会場を沸かせていました。石川県には現在多くのブラジル人が
住んでいます。多文化共生の時代、今回のイベントを通してお
互いがより理解し合えるきっかけになるといいですね。

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

研修グループと研修期間

グループ名　 受入人数 受入期間

ジュネーヴ大学 06名 8/27～10/1

香港城市大学 17名 7/30～8/26

ミラノ大学 15名 8/6～9/2

国

中国

イタリア

スイス

世 界 文 化 理 解 講 座
石川県国際交流協会では今年度、一般県民を対象に全６回の
世界文化理解講座を開催します。県国際交流員の出身地や縁
のある国の文化などを紹介していきます。

６月３日（土）ブラジル紹介

石川県国際交流センター内（リファーレ3階）には、（財）石川県国際交流協会の運営する国際情報ラ
イブラリーを設けています。TIME, ELLEなどをはじめとした英語の雑誌から、ポルトガル語、フラ
ンス語、中国など世界各国の雑誌を毎月取り寄せており、The Japan TimesやHerald Tribuneなど
の新聞は毎日届くので、最新の情報を得ることができます。また、外国語で書かれた日本文学の本
や、日本紹介、英語の小説から和書まで多数取り揃えています。今回は、国際情報ライブラリーに
新しい本がぞくぞく入ってきましたので、その一部をご紹介します。ぜひ、ご利用ください。

洋　書

●America's Best Value Colleges
( Eric Owens, Tom Meltzer, and the
Staff of The Princeton Review)

●WAITING ( Ha Jin )
●A Million Little Pieces
( James Frey )

●Three Weeks With My Brother
( Nicholas and Micah Sparks )
●WASHOKU recipes from the
Japanese home kitchen
( Elizabeth Andoh )

和　書

●ハリー・ポッターと謎のプリンス上・下
（J.K.ローリング作、松岡佑子訳）
●ダーリンは外国人/ダーリンは外国人2
（小栗左多里）
●写真と地図でみる金沢のいまむかし
（監修/田中喜男　編集/丸山敦・住川俊
一郎・袖吉正樹）

●新版　アメリカ2年制大学留学ガイド
（留学ジャーナル）
●今すぐ書ける中国語レター・Eメール表現集
（于美香/于羽）

ライブラリー開館時間

平　日　9：00～18：00
土・日・祝 9：00～17：00

図 書 情 報新着新着



平成１８年４月より（財）石川県国際交流協会でCIR（国際交流員）として着任した３名です。
これから、よろしくお願いします！！

わたしたち IFIE の新CIRですわたしたち IFIE の新CIRです

6

CIR（国際交流員）のページ

皆さん、初めまして。今年の4月から石川県国際交流協会でブラジルの国際交流員と
して働くことになりました、原口リリアンと申します。私は、南米の経済都市として
親しまれているサン・パウロ市から35キロ離れた、サン・ベルナルド・ド・カンポ市
から参りました。私は、祖父母と幼い子供の頃からずっと一緒に暮らし、初めて覚え
た言葉は、母国語のポルトガル語ではなく日本語でした。高校時代までは、家族と一
緒に暮らしていて、「家では必ず日本語で話しなさい」と父に強く言われていました。
大学は、出身地からおよそ105キロ離れたカンピナス州立大学に入学し、それから一

人暮らしを始めました。化学工学を専攻し、2002年10月から2004年4月まで、愛知県豊橋市の豊橋技術科学大学に
留学しました。その後、ブラジルに帰り、修士号を取りました。豊橋市に留学していた間は、韓国人、中国人、マレー
シア人、バングラデッシュ人、インドネシア人、メキシコ人、そして、勿論日本人と色々な国籍の方と触れ合うことが
あり、異文化交流の楽しさを味わうことが出来たことがＪＥＴプログラムに参加したきっかけとなりました。ブラジル
は、日本に対して地球の反対側に位置して、行く機会がなかなか難しいと思います。今後、国際料理教室などを実施し
ますので、皆様の参加を心よりお待ちしています。そして、ブラジルをもっと身近に感じ、興味を持つようになっても
らえれば幸いです。今後とも、宜しくお願いします。

中国から参りました国際交流員の蔡佶 （サイ・キツセイ）です。よろしくお願い致します。
南京農業大学で日本語を専攻して、故郷の江蘇省無錫市に戻ってからは無錫市投資促進セン
ターで働いていました。主に日系企業を対象として無錫市の投資環境を紹介し、そして誘致
するという仕事を担当していました。この仕事の関係で10回以上日本に来たこともあります
が、毎回1週間ぐらいの滞在でほとんどは東京、名古屋、大阪に行きました。
今回は初めての長期滞在で、且つ私にとって新しい都市に行くということで期待と不安が

入り交じった気持ちでやっと石川に着きました。賑やかな大都市と比べると、石川の雰囲気
は故郷の江蘇省と何か似ている感じがします。前に金沢市は暮らしやすい町だと聞きました。こっちに来てまだ間もないですが、
生活もだんだん慣れてきたので、やはり落ち着いたところだと深く感じています。これから、豊かな自然と悠久たる歴史を有す
る石川県のいろいろなところを楽しみたいと考えています。
国際交流員としてもちろん交流を積極的に取り組んでいきたいと思っています。石川県の皆さんに中国、特に江蘇省の文

化や実情を伝えさせていただき、また江蘇省の皆に石川県民の本音を伝え、更に両県省の人々がお互いに両県省のことを深
く理解できるように一生懸命頑張りたいと思います。ぜひ皆様のご支持、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
最後に、ちょっと故郷の無錫をご紹介致したいと思います。無錫は太湖に恵まれて、昔から「太湖の真珠」、「魚米の

郷」と呼ばれていました。今では経済が発達し、観光資源も豊かです。「無錫旅情」という歌により無錫を知った日本人
も多くいらっしゃると思いますが、百聞は一見に如かず、石川県の皆様、ぜひチャンスを作って、温情と水が満ち溢れ
る無錫にお越しください！

はじめまして。4月から韓国の国際交流員として石川県国際交流協会で働いている朴
眞美（バク・ジンミ）です。
以前千葉県で半年ぐらい暮らしたことがありますが、石川県は初めてです。石川県

は「小さい京都」といわれるほど日本の伝統などが今もよく残されている所だという
事をここに来る前から耳にしていたのでこれからの生活がとても楽しみです。
ここに来る前から日本で韓国のドラマがとても人気があるとは聞いていましたが、

ここに来てみたらNHKで「チャングムの誓い」をやっていたり、いろんな方々から韓
国のドラマは面白いとの話をいただいたりしてびっくりしました。きっかけは何であれ韓国に対して興味を持ってくれ
ていることがとてもうれしかったです。
私はその「チャングムの誓い」にも出てくる済州道出身で、韓国の中でも有名な観光地なのでどこに行っても新婚夫

婦でいっぱいです。済州道は韓国で一番南に位置している所なので比較的暖かいですが、石川県は冬になるとものすご
く雪がたくさん降るというので緊張半分、楽しみ半分です。
韓国と日本はお隣の国同士ですが、韓国人は日本人に、日本人は韓国人に対してある程度自分たち自身でのイメージ

を持っていると思います。イメージというのはとても不思議なもので、いつの間にかそれが事実だと思い込んでしまい
がちです。でもこれから私が日本で暮らしながら多分色んな所でそのイメージとは違う日本に出会うと思いますが、そ
の出会いを皆さんと一緒にしたいと思います。

原口　リリアン

ブラジル
サン・パウロ州出身

蔡　　佶

中国
江蘇省出身

朴　　眞美

韓国
済州道出身
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IFIE PLANET留学体験談

留学留学留学 A Zto シリーズ

弟5回
フィンランド・
海外ボランティア編

『海外留学』と一言でいっても、留学形態は語学留学からワーキングホリデー等と多種多様です。今号では、福祉
先進国の現状を実際に体験してみたいと、フィンランドへ海外ボランティアとして渡航した村上まりさんに貴重な
体験談を寄せて頂きました。

飛行機で９時間半。ロシ
アの上を横断していくと、
その隣にフィンランドとい
う日本よりも少しだけ小さ
な国があります。英語もフ
ィンランド語もまったくし
ゃべれない私がそこへボラ
ンティア留学のために降り
立ったのは2002年の夏で
した。

－「言いたいことが言えない・分かりたいのに相手が
何を言っているのか分からない」－そんな宇宙人のよう
な状態の私が働くことになったのは、首都ヘルシンキから
車で北へ１時間ほど行ったところにあるラハティという小
さな町の、障害のある人たちが暮らすサービスハウスでし
た。
そこには施設長をはじめ、ヘルパーや看護士、理学療法

士など医療チームのほか、おかかえのコックなどがいて、
私はその中の『フリーアクティビティ・リーダー』と呼ば
れる専門のスタッフの下で、そこに暮らしている人たちの
余暇の時間の活動をお世話する仕事をしていました。
毎日の買い物の同行など、ちょっとしたお手伝いや、い

ろんな企画を考え主催することが主な仕事内容です。例え
ばバレーボール大会を開催したり、ハウス内の一室をカフ
ェに仕立てあげ、火曜日限定の『ナイト・カフェ』を開い
たり、お祭りツアーを企画したり、あるときは個人の旅行
へ一緒に行くこともありました。
まったく分からないフィンランド語でしたが、朝ごはん

の準備で黒いライ麦パンを切ろうとして大きさが分からな
い時や、昼ご飯で「ちょっと塩とって！」とテーブルの向
こう側にいる人に頼んだりするときや、昼下がりに買い物

に付き合って「このスカートどうかしら？」なんて感想を
求められたときや、夕飯をサーブしていて「赤カブのサラ
ダは少なくしといて…」と小声でお願いされたときや、旅
行中にてんかんの発作を起こした人がいて、名前を呼びな
がら必死に救急処置をしたときや、仕事中なのに「ねぇ、
ちょっとカフェでプッラ（フィンランドの菓子パン）食べ
てかない？」とサボりの共犯者になったときなど、平凡だ
けど、心臓が止まるようなハプニングと、ご褒美のような
喜びも散りばめられた毎日の中で学んでいくことができま
した。そして感覚的に体に入ってきた単語や表現は、時が
たっても消えることなく体に残っていて、今でも生活のあ
ちこちに時折ひょっこり現れたりします。フィンランド語
は外国の言葉ではなく、私の大切な第２母国語となったの
です。
フィンランドで実際に見て感じて出会った、日本の障害

者施設とはぜんぜん違う建物のかまえや、そこに暮らす人
たちの表情や、それに関わる人たちの考え方に、これから
自分はどうありたいか？という人生最大のテーマと、とこ
とん向き合うことができました。それは、心の糧となって
今の私を造り上げています。
そんな私の今のテーマは、『石川にいながらフィンラン

ドを感じ続けられるには、どうしたらいいだろう？』とい
うものです。石川の伝統工芸や文化の良さをフィンランド
へ発信したり、フィンランドの良さや独特の文化もこの石
川で発信してみたい！とたくらんでいます。そしていつか
それを実現させたいと思うその気持ちが、今の私の原動力
です。
最後に、誰かがこれを読んでフィンランドに興味を持っ

てくれたら嬉しいです。

ラハティ
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●JAPAN TENT 2006
期　間 7月29日（土）～8月5日（土）
場　所 県内19市町

金沢市西町3番丁17－7
内　容 日本で学ぶ留学生や研修生を石川

県に招き県全域を大きな交流の場
「TENT」として県民との交流をお
こなう。留学生国際シンポジウム
や、市町独自のプログラム、ステ
ージイベント・世界の屋台村が楽
しめるJAPAN TENT in金沢な
ど、多彩な内容。

主　催　JAPAN TENT開催委員会　　　
† 076－260－3470
URL http://www.japantent.com/

●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時

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.F.N（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.F.N金沢　代表　中島千代子
† 076－244－4198

●2006年・第9回（平成18年度）羽咋市
市民海外派遣　羽咋市「日中友好市民訪
中団」団員募集
内　容 事前セミナーを受けた後、世界遺

産「敦煌莫高窟壁画」、砂漠のオア
シス都市トルファン　ウイグル族
の民家へ訪問し、現地の人々とも
触れ合い中国文化を学びながら、
友好親善を深めることを目的とし

ています。
期　間 平成18年8月15日（火）～20日（日）

5泊6日
定　員 20名（定員を超えた場合は抽選で

決定致します）
参加費 197，000円
訪問先 中国（上海・敦煌・トルファン・

ウルムチ）
応募方法 下記の応募先に応募用紙が備えて

ありますので、用紙をお受け取り
いただき必要事項をご記入のうえ、
応募先までお送りください。

応募用紙 羽咋市商工会・コスモアイル羽咋
市生涯学習課・各地区公民館

応募先 羽咋市東川原町免田1番地　羽咋
市日中友好協会事務局内

応募締切 平成18年7月15日
問合せ 羽咋市日中友好協会第9回「羽咋

市日中友好市民訪中団」係り　
河崎宛
† 076－222－0781

●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 （財）石川県国際交流協会
† 076－262－5932

●留学相談会
日　時 7月29日（土）

13：00～15：00
場　所 石川県国際交流センター

リファーレ4階　大研修室
内　容 海外留学、海外ボランティア、ワ

ーキングホリデーを希望する方及
びご家族により安全で効果的な海
外生活について知識を深めてもら
う事を目的として開催します。国
別、種類別のブースを設けて留学
経験者により、経験談を交えてア
ドバイスいたします。

●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 （財）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 （財）石川県国際交流協会

事業企画班
† 076－262－5932

イベント

募 集

お知らせ

http://www.ifie.or.jp

4月より新しい国際交流員を3名迎え、国際交流協会もより一層賑わった雰囲
気の中で活動しています。新メンバーと共に今後も楽しいイベント等を計画し
ておりますので、ぜひご参加ください！国際交流協会が皆様の思い出の１ペー
ジとなりますよう、今後ともよろしくお願い致します。

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）

大丸晋一、大島慶子、竹下知子、鍛治信夫、
長谷川瑞恵、村上まり

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 （財）石川県国際交流協会　
事業企画班　
† 076-262-5932
FAX 076-222-5932

IFIEからのお知らせ IFIE PLANET


