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拝見！石川の国際交流

2月11日、金沢市の石川県留学
生交流会館で、ひなまつりの集い

が開催され、留学生やその家族、友人など100名を超える参加
者が日本古来の伝統行事を体験しました。（主催：石川インタ
ーヒューマンネットワーク）
会場の一角にはひな段が飾られ、華やいだ雰囲気の中、主催

グループ会員の加藤美智代さんからひなまつりの由来説明と
「うれしいひなまつり」の歌唱指導を受けました。歌うことで
皆の緊張感が和らいだようです。

色あざやかな祝膳
ひなまつり料理体験では、ちらしず

しを各自で、色とりどりの具をトッピ
ングして作り、お吸い物もそえられ、
「きれい」「おいしい」と、にっこり。
祝膳を囲みながら世界各国の言葉がに
ぎやかにとびかうひとときでした。
行列の体験教室
午後からは、煎茶・お琴・折り紙の

体験教室が主催グループ会員の指導の
もと同時進行で開かれ、煎茶小川流の
教室では行列が出来るほどのにぎわい

でした。
ベトナムのタムさんは「お茶を、
お菓子を食べながら飲んだことがないので、とても珍しい」と
話してくれました。また、石川国際交流ラウンジで煎茶を習っ
ている中国のカオリンさんは和服姿でお点前を披露していまし
た。
ノフィアさんと津軽三味線
プログラムの最後の芸能ステージで

は、一川明宏社中による津軽三味線、
胡弓、唄の演奏に、民謡踊りも加わり、
その華やかな音色と衣装は参加者を魅
了しました。インドネシアのノフィア
ハヤティさんは石川国際交流ラウンジ
でレッスンを受けてきた津軽甚句を社中の方々と一緒に演奏、
ソロにもチャレンジし、会場から沢山の拍手をもらっていまし
た。次に、涙そうそうが演奏されると、一緒に口ずさむ参加者
もあり、チリのマリアナさんは、「カラオケで歌ったことがあ
ります」と笑顔で話してくれました。

この異文化交流を通して参加者の方々には、これからますます日
本の文化に関心を持っていただけるのではないかと思いました。そ
して、確実に国際交流の輪が広がっていることを実感したのです。

国際化が金沢でも進み、文化背景の多様な外国市民が隣
人として暮らすようになった現代、日本語学校に通う子供
たちの現状から考える、『多文化の子どもたちの未来につ
いて考える～日本語教室の現状から～多文化共生まちづく
り事業フォーラム2007』が2月10日（土）午後2時よ
り石川県生涯学習センターで開催されました。このフォー
ラムは、（財）金沢国際交流財団と多文化共生研究会主催
のもとで行われ、第一部『子どもたちの現状と課題を知ろ
う』と題し、金沢市立野町小学校日本語教室教諭の矢田
晴美 先生や金沢市在住中国籍の保護者でもある楊 麗（よ
う れい）さん、高岡市の外国人児童サポーターでポルト
ガル語を母国語として持つ日系ブラジル人の北林 ヒロミ
さんら3人がパネラーとなり、（財）金沢国際交流財団プ
ログラムオフィサーでもあり、（財）自治体国際化協会ア
ドバイザーでもある阿部 一郎さんがコーディ
ネーターとして話の仲介をしながら、金沢市
の在住外国人が通う日本語教室から見える
『多文化の子どもたち』が置かれている現状
や課題を学校・家庭・地域の視点からお話を

していただきました。途中休憩を挟んで始まった第二部分
科会では、数グループに分かれ、スタッフをコーディネー
ターとして輪になり『私たちができることを考えよう』を
テーマに、身近に住む私たちが多文化の子どもたちに何が
出来るかを様々な視点から深く現実問題としてとらえ話し
合い、それをそれぞれのチームごとにまとめて発表しあい
ました。その中で一見解らないような心の悩みが有ること
を知り、そしてそれを支える様々な悩みを打ち明けられる
相談窓口があればよいことや、料理教室などのイベント等
を通じて、少しずつ地域とのコミュニケーションを図り親
しむ事が必要ではないかなど話し合われ、災害時など緊急
事態が起こったときの対応の整備をもっとしっかり整えて
欲しいとの意見が多くありました。最後にスタッフの方や
阿部一郎さんとパネラーによるまとめのお話があり、皆、

身近な多文化共生社会の現実問題と言うこと
だけあってか、興味関心を持って話を聞いて
おられました。本音で話し合われただけに、
外国人にとっても、地域に住む人にとっても
意義あるフォーラムだったようです。
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2月16日、午後7時30分から根上学習センター2階にて「ね
あがりカライダスコープ」のメンバーが集まり、国際交流ボラ
ンティア「虹のかけはし」メンバーを迎えてのティー＆トーク
セッションが行われました。
「ねあがりカライダスコープ」は1994年4月発足の民間国

際交流団体です。根上町のふるさと創生事業の一環｢根上創生
塾」の修了生と、ホストファミリーとして外国人を受け入れて
いた町民などで設立。町内に在住する中国やインドネシアから
の企業研修生との文化交流や支援活動を中心にボランティア活
動を進めてきた会です。
「ティー＆トークセッション」は町内や近郊の外国人や国際

交流で活躍している日本人を招いて、お茶やお菓子などを頂き
ながらリラックスして語り合うという催しものです。2ヶ月に
１回の間隔で行い今回が55回目です。今回説明したのは国際
交流ボランティア「虹のかけはし」メンバーの川北さんと新宅
さんの2名です。「虹のかけはし」は平成8年12月に結成され、
現在会員数は13名の会です。「オーストラリアへ出会いの旅」
ということで元根上町国際交流員ケイトさんとロビンさんとの
再会を果たすためにメンバーで出かけたオーストラリアでの旅
行の話を中心に今までの海外旅行の経験などを解りやすく面白

くプロジェクターを使い
説明していました。オー
ストラリアの旅行の説明
では旅の写真を見ながら
感想や成果などを面白く
また楽しく発表されてい
ました。カライダスコー

プの皆さんからもオーストラリアの
旅の質問もたくさん出てホットなト
ークでした。また「会が10年継続
できた秘訣は？」という質問では
「気楽で家族的な集まりとし、活動も
会の皆さんに負担の無いようにしてい
る。」など述べられていました。今後の
抱負としてはいままでに上海･ニュージー
ランド・韓国・オーストラリアなどへ旅行していますが、もっ
といろいろなところへ積極的に行きたいということ、会員数は
13名であるが今後もっとどうしたら増やせるかなどの課題も
あると言う事も話されていました。今回のティー＆トークセッ
ションを通じて両会の親睦も図れたようで、お互いの交流が今
後も続いていくのが期待されます。約2時間のトークセッショ
ンも和やかで楽しい雰囲気の中あっという間に終わりました。
ねあがりカライダスコープとしては年に１回外国人や国際交

流員も交えてボーダレスパーティーを開催しているそうで、こ
れは各自が自分の食べられる分量を持ち寄り談笑するもので、
様々なお国料理がテーブルに並びます。歌や踊りの披露もあっ
たりしてリラックスした交流が図られます。皆さん参加してみ
ませんか。

URL：http://nkaleido.hp.infoseek.co.jp

ねあがりカライダスコープ事務局
TEL：0761－55－1555
〒929－0126 石川県能美市山口町二の3

去る2月13日、金沢大学留
学生によるスキー講習会があ
りました。積雪はと言うと、
中宮温泉を通過するあたりか
ら、深まりが見られてきます。
この日帰りスキーは、午前の

部・午後の部にそれぞれ分かれて設定されています。
参加人数は86人、参加国は日本、中国、韓国、台湾、アメ

リカ、オーストラリア、フィンランド、ドイツ、イギリス、ア
イルランド、インドネシア、スロベニア、カザフスタン、スペ
イン、ポーランド、インド、アルゼンチン、モザンビーク、チ
ュニジア、サウジ、ウガンダ、フィリピン、ミャンマー、ブル
ガリア、ベトナム、タイ、バングラディッシュ、パレスティナ、
ロシア、マレーシアの30カ国。初心者53人、初級22人、中
級5人、上級6人のクラスに分かれて実施されました。上級者
の中にはフィンランド、ドイツ、オーストラリアの留学生がい
てお国柄を感じます。

大型バスから降りた参加者はレストハウス横で、点呼に合わ
せてウェアー袋を受け取り、2階更衣室で着替えます。ハウス
の反対側は、日陰になっていて、そこで、スキー板、ブーツ、
ゴーグル、帽子が置いてあり、それらを確認の上、装着した後、
ゲレンデ、つまり雪上へ出ます。人数が、多いせいでしょうか、
約7名ずつのグループに分かれ、一里野温泉スキー場直属イン
ストラクターの指導により始まりました。かかとを下げてスキ
ー板を履くのも一苦労。はじめに片足だけスキー板を履いての
歩行練習。両足そろえての歩行、軽いジャンプと続き、緩斜面
での、のぼりおりです。尻もち
のつき方まで、教示されるイン
ストラクターに愛を感じます。
地球温暖化では、少雪の暖冬

は当然でしょうが、青空の広が
る絶好の天気でした。何よりも、
新鮮な大気が、参加者の脳の活
性化に作用したと確信します。

ホームページ

お問合せ先
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今回は香港生まれのマンディ・ホーが広東料理の講師として「エビの蜂蜜とクルミの炒め」、
「手羽中のコーラ煮」、「リンゴと人参スープ」、「ココナッツタピオカ」の4品を紹介。

皆さんは「手羽中のコーラ煮」と聞いて、「まさか！」と思っ
た人も多いと思いますが、まさに、水ではなく、ジュースの「コ
ーラ」を鍋に入れて、鳥の手羽中を煮る料理です。最初、参加者
も戸惑いながら作っていましたが、できあがりは上々！！「思っ
ていた以上にコーラの味もなく、非常においしい。」と大好評で
した。また、香港では、デザートのタピオカは、夏は冷やして、冬は温かいまま、食べるのが普
通であることも紹介され、今回、初めての温かいタピオカの食感に驚きの様子でした。

12月９日(土) 広東料理教室　

IFIE事業紹介

今年度第3回目となる海外留学フェアーをリファーレにて開
催しました。2月21日（水）と2月25日（日）の2回に分けて
行い、第一部はワーキングホリデー説明会、第二部は海外留学
全般のフェアーで、両日とも多くの参加者が集まりました。
25日（日）のフェアーでは、前回のフェアーで好評だったた
め日本学生支援機構より留学相談員2名を講師として招き、「初
めての留学」についてのセミナーを行いました。セミナーでは、
成功を手にいれるための7つのポイントを紹介し、「留学を考え
た時から留学は始まっている、自分でやりたい事、行きたい学
校などを決めることが大切。」と、これから留学をしてみよう
という参加者にとってとても有益な情報が得られたようです。

その後に行われたパネルディ
スカッションと個別カウンセ
リングでは留学経験者から生
の声が聞けるとあって、多く
の人が日頃抱いていた質問を
投げかけていました。（財）
石川県国際交流協会では国際
情報ライブラリーカウンターにて留学相談を承っております。
また、留学経験ボランティアも同時に募集しておりますので、
お気軽にお立ち寄りください。お問い合わせは電話076－
262－5932 （財）石川県国際交流協会　事業企画班まで。

1月27日（土）、第25回外国人
スピーチコンテストを開催しまし
た。日頃の日本語練習の成果を発
揮しようと韓国、中国を始め7カ
国25名が出場しました。韓国外
国語大学で日本語を専攻し、日本
語研修生として石川県に滞在して

いた韓国の学生は、日本語の「18番」の由来に関するスピーチ
をし、初めて聞いた語源に驚いた様子の日本人来場者も多くみ
られました。また、県内の学校で英語を教えているアメリカ出
身の出場者は、緊張とまだ勉強を始めて間もないとあって、途
中スピーチを忘れてしまうハプニングもありましたが、一生懸

命にスピーチをしようとする出場者に来場者らはあたたかい声
援を送っていました。中にはジェスチャーを交え、まるで劇の
ようにスピーチをする人もいたり、どの出場者も皆一生懸命に
スピーチし、レベルの高いコンテストとなったようです。金沢
大学の学生でインドネシア出身のハヤティ ノフィアさんが「日
本語で世界を広げよう～！！」と題し、今年度の石川県知事賞
に輝きました。また、翌日28日（日）には英語スピーチコンテ
ストも開催され、高校生部門、社会人部門合わせ、計29名の参
加となり盛り上がりました。高校生部門の石川県知事賞には、
北陸学院高校の馬場健司さん、また社会人部門には北陸大学の
付超一さんがそれぞれ受賞しました。語学力を活かし、今後の
国際交流、国際協力に貢献していってもらいたいものです。
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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

※PIIのホームステイ受入れについて※
前半1カ月だけ、後半1カ月だけなら受入れできます、という場合もご連
絡をお待ちしております。

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。
ご興味のある方は
日本語・日本文化研修センター　　
電話番号：076－222－5931
E-mail：homestay@ifie.or.jp

までお問い合わせください。

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。

世界文化理解講座：アメリカ紹介（2/10開催） みんなのクリスマス（12/16開催） サロン de トーク（2/3,2/18,3/4開催）

2月18日（日）、大研修室にて
「ゼロからはじめるハングル」を開
催しました。申込み受付と同時に受
講希望者が殺到し、当初は余裕をも
って設けた定員50名もあっと言う
間に埋まってしまう程の人気でし

た。講座は、「ハングルとは何か」と題し、貴族は時間に余裕
があるため漢字を覚えることができたが、その他の人々は漢字
を覚える時間がなかったため当時の王様がハングル文字を作っ
たというハングルの歴史から始まりました。一通りのハングル
文字の勉強の後は、基本的挨拶。「ありがとう」や「ごめんな
さい」を始め、簡単な挨拶を紹介し、韓国ドラマを見てすでに
簡単な挨拶を知っていた参加者は、講師の問いかけに対し、進
んで答えていました。講座の最後には、韓国ドラマから抜粋し
たシーンを実際に流し、セリフやそのセリフの後ろにある歴史

的背景、または韓国文化についての説明がされました。誕生日
についてのセリフからは、韓国の誕生日の過ごし方について触
れ、主に家族と祝い、必ずワカメスープを食べる習慣を教えて
くれました。家族の誕生日の時には特に、会社などを早退する
事もあるそうで、韓国の人々の家族を思う暖かい心に改めて感
動した参加者もいたようです。今回講師を務めた県国際交流員
の朴眞美は、「初めてのイベントだったので始めは緊張したけ
れど、みんな真剣に聞いてくれたので嬉しかったです。今回の
イベントを通して韓国に興味をもつきっかけとなれば嬉しいで
す。」と語ってくれまし
た。石川県国際交流協会
では「国際理解のための
外国語講座」を開講しま
す。詳しくは裏表紙をご
覧ください。
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CIR（国際交流員）のページ

2007年4月、いよいよ皆さんと別れる時期になりま

す。

2006年4月14日、飛行機で雄大な白山と広々な日本

海を眺めながら、石川ってどんなところかな？と思って

いました。日本と言えば、賑やかな町、大勢の人、ひっ

きりなしに通る車ではないでしょうか？

石川に来る

と、何か日本じ

ゃない感じが出

てきましたが、

なんだか懐かし

い雰囲気を感じ

ました。「小京

都」とも言われ

る金沢は私の一

年間の「ふるさと」になりました。静かに長い歴史を語

っているこの「ふるさと」は定着しやすい感じを与えて

くれました。金沢が前に行っていた日本の大都市と違う

ので、日本ではない感じがあったけれど、ちょっと住ん

でいったら、まさに本当の日本だと分かりました。そし

て、私の出身地（江蘇省無錫市）にもどこか似ていて、

悠久な歴史があり、伝統工芸品があり、料理が美味しい

と思っています。この新しい「ふるさと」で一年間仕事

や生活をしていました。

この一年間、通訳や翻訳など前と同じような、ただ内

容が異なった仕事をしていました。この仕事を通じて自

分の視野を広め、語学力のレベルを向上しました。そし

て、前と全然違う仕事もしていました。学校訪問、中国

紹介、中国語講座、料理教室などの経験を通じて、しゃ

べりが得意ではない自分が皆の前で発表できるようにな

り、母国の中国のことも詳しく知るようになりました。

また、ジャパンテント、いしかわ国際交流フェスティバ

ル、日中友好協会

のいろんな活動に

参加して、地元の

人々とよく交流で

き、お互いに他国

のことを深く理解

できました。兼六

園、金沢城、加賀、

能登を周り、金箔

貼り、九谷焼絵付

け、着付け、尺八

なども体験でき

て、石川県の美し

い自然、伝統文化を堪能していました。同僚や友達と一

緒に酒を飲む、一緒に行った登山やスキーの楽しさも一

生忘れられない思い出になると思います。

もちろん、この一年の間に仕事が忙しくて大変疲れた

時もあるし、仕事の内容によってプレッシャーを感じた

時もあります。けれど、仕事を完成した喜びや達成感は

疲れやプレッシャーを追い払って、新しい仕事を挑戦す

る動力と自信を与えてくれました。

短い一年はそろそろ終わりますが、私も中国に戻って、

ふるさとに帰っていきます。石川県の美しい自然風景、

美味しい料理、貴重な伝統文化及び石川の人々の優しさ

を心に預けて持ち帰って、ふるさとの人々や中国の人々

に伝えていきます。そして、中国が好き、中国のことを

知りたい日本の皆さんが引き続き中国人の友達を作っ

て、本当の中国を理解していただければありがたいです。

中国では「有縁自会相見」と言うことわざがあります。

縁があればきっとどこかで会えるでしょう！では、また

石川県や、江蘇省、日中両国のどこかでお会いしましょ

う。再見！
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IFIE PLANET留学体験談

近年、アジア留学を目指す人も増えてきました。今回はお隣の国、韓国に語学留学をされていた神保紀子さんに韓
国での貴重な体験談を寄せて頂きました。

印象深かったのは他の国に対するイメージです。語学堂に

通う学生達は10代後半から20才前半の学生が多く、必要

以上にはしゃいだり、授業中にいたずらしたりする子もい

て幼い印象が見受けられたのですが、自分の国から見た他

国についてのはっきりとした意見を持っているのです。

愛国心が過剰すぎるのは理解できない、自己主張が強く

協調性に欠ける国民性がある、歴史的な関係で好きになれ

ない、等々…。私はこれらを聞きながら「他の国を思う時、

日本のような島国からみる印象と、大陸からみる印象はか

なり違うのだなぁ・・帰国したら国際関係にもっと目を向

けていこう」と強く思いました。

学校の授業が終わった後は、昼食と自由時間。この時間

帯は主に、外大の友人から日本語を勉強している学生を紹

介してもらい、言葉を互いに教えあう“ランゲージエクス

チェンジ”をしていたのですが、韓国人だけでなくポーラ

ンド人の友人ともエクスチェンジをしました。ポーランド

語は挨拶程度だけでしたが、韓国語以外の外国語を韓国語

で勉強する事はとても新鮮で面白かったです。この様にし

て私は、韓国語に囲まれ日々発見の毎日を送りながら、ど

んどん“外大生活”にはまっていきました。

最初は2ヶ月程のつもりだった留学生活も、延長に次ぐ

延長で結局8ヶ月。この間日本と韓国という二ｶ国交流だけ

でなく、多国籍交流も出来た事は本当に素晴らしい体験で

した。

こらからも韓国語の勉強を続けながら、日韓交流を始め

国際交流していきたいと思っています。

特別なきっかけは無く、単純

に「毎日韓国語に囲まれて生活

するって、どんな感じだろう？」

と思い、留学を決めました。5

年程前から趣味で学習していた

ハングルに、どっぷりと漬かっ

てみたいなぁ…と思ったので

す。しかし、いざ準備を始める

と不安な事ばかり。学校の選

択・住居の問題・・・etc そ

の頃は語学力に全く自信が無か

った私は、準備全般を日韓友好協会に依頼して、細かい事

は友人等に協力してもらいました。

留学先は、ソウル市内にある“韓国外国語大学　外国語

研修院”地下鉄1号線の外大前駅のそばです。観光地や繁

華街からは外れていますが、外国語大学だけにいろんな国

からの留学生受入れをしているという事から、他の学校と

は雰囲気の違う環境で勉強が出来るだろうと思い、そこに

しました。

実際行ってみると教室では中国人や日本人が多かったも

のの、トルコ・ポーランド・モンゴル・ロシアといった国

の友人と会話練習をする事が出来ました。英語が出来ない

と意思疎通すらかなわないだろう、と思われた国の人たち

と韓国語で会話する。その体験は、想像以上に楽しく興味

深いものでした。

彼等の国の文化や生活習慣を知ったり、日本との共通点

に気づいたりといろいろ新しい発見がありましたが、一番

ソウル
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IFIE PLANETIFIEからのお知らせ

●阿拉善左旗小学校と金沢市夕日寺・浅野
川小学校、津幡町立中条小学校との交流
期　間 4月12日（木）～4月19日（木）
内　容 当会の環境教育の一環で現地小学

生（阿拉善左旗第二実験小学校）
を金沢に招き、金沢市立夕日寺、
浅野川、津幡町立中条小学校が県
学校版ISOを取得し、実践活動の
研修をはかる。同時にゴミの分別、
リサイクル、ゴミの焼却や埋立場
等の視察をする。

主　催 NPO法人 世界の砂漠を緑で包む会
問合せ 担当：大沢俊夫

† 076－292－0038
携帯　076－292－7538
E-mail  tutumkai@vmail.plala.or.jp

●植林ボランティア派遣
期　間 平成19年5月24日～8月2日
内　容 中国内モンゴル（通称ゴビ砂漠）

を緑化するためボランティア派遣
を致します。現地にて小学3～5年
生宅にホームステイをし翌日共に
植林致します。

主　催 NPO法人 世界の砂漠を緑で包む会
問合せ 金沢市東力2－100

† 076－223－9584
FAX 076－292－7538
E-mail tutumkai@vmail.plala.or.jp
（大沢まで）

●石川県国際交流協会主催
平成19年度国際理解のための外国語講座
受講生募集
期　間 平成19年6月～11月頃
場　所 石川県国際交流センター　研修室

（金沢市本町1－5－3 リファー
レ4階）

内　容 県国際交流員が講師を務め、県民
の皆様に単に外国語を指導するだ

けでなく、それぞれの国の文化や
歴史などを紹介することにより、
国際理解を図ることを目的として
います。

開講講座 英語会話初級、英語会話中級、中
国語会話初級、韓国語会話初級、
ポルトガル語会話初級、ロシア語
会話初級

受講料 1講座　全20回
15,000円（テキスト代は含まれ
ません）

定　員 各講座　20名
（申込者が定員を超えた場合、抽選
で受講者を決定いたします）

申込み 申込締切日　4月30日（月）必着
提出書類
①申込書（当協会の窓口かホー
ムページから入手可能）
②結果通知用ハガキ（官製ハガ
キ、表に申込者の住所・氏名
記入）

申込方法
所定の申込書に記入の上、官製
ハガキとともに直接持参または
郵送で協会へ提出。
申込先
〒920-0853
金沢市本町1－5－3
リファーレビル3階　
（財）石川県国際交流協会　
事業企画班あて

問合せ † 076－262－5932

●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。
【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

●外国人のための法律相談
日　時 毎月第3木曜日13:00～15:00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

平成19年度が始まり、IFIEも新しいスタッフを迎えました。今年度よ
りIFIE PLANETも一部内容をリニューアルして皆様にお届けする予定
です。これからも、新しいIFIEをどうぞ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）

竹下知子、田井善和、金浦芳子、
石川悟、大丸晋一

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


