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昨年度、日本国際連合協会（会長 千　玄室）主催の

第46回「国際理解・国際協力のための全国中学生作

文コンテスト」で本県から2名の中学生が入選した。

特賞の（社）日本ユネスコ協会連盟会長賞には県立

金沢錦丘中学校3年の倉 さくらさんが選ばれ、倉

さんを含む特賞受賞者4名は1週間程度の日程で、

米国ニューヨークの国際連合協会本部視察、国

連関係者との懇談を行った。

倉さんは「地球に平和が訪れる日を目指して」を

テーマに、ユニセフの職員となって世界の子供た

ちのために働きたいという将来の夢をつづった。

県内からはこのほか、徳川 乃莉子さん（金沢市立

高岡中学校3年）が佳作に入った。

応募総数は全国で3,464点、うち特賞は4名のみ。

写真は春休みにニューヨークを訪れた倉さん。
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もっと知ろう！“石川県国際交流センター”もっと知ろう！“石川県国際交流センター”

「石川県国際交流センター」は、都市型国際交流・国
際協力と語学研修並びに国際情報サービスの拠点とし
て石川県が整備いたしました。パスポートセンター、
（財）石川県国際交流協会、いしかわ国際協力研究機構、
ユーロセンター金沢が入居しています。

本県における国際交流の中核的組織として、国際交
流や国際協力活動とその支援及び啓発活動、国際情報
サービスなど県民と外国人との架け橋をめざして各種
活動に取り組んでいます。

日本語教室、日本語教育基礎講座などを開催してい
ます。
詳細はこちら

http://www.ifie.or.jp/ijsc/japanese/class/index.html

パスポートの交付を行っています。
TEL 076－223－9109

開館時間　9：00～18：00（土曜・日曜・祝日
は17：00まで）
海外の新聞、雑誌、内外の文化事情や国際交流に関
する図書などの閲覧・貸し出しサービスのほか、海外
留学に関する情報提供、インターネットやビデオの視
聴覚教材のコーナー（無料）も設けてあります。

国際連合大学（国連大学）・国連大学高等研究所と石
川県・金沢市とが科学・文化・技術の分野で国際協力
を発展させるため、共同して事業を実施する機関です。
TEL  076－224－0044

国際交流掲示板のコーナーを設けイベント、語学交
流などの国際交流情報を掲示しています。
掲示板利用の申込みは石川県国際交流協会受付カウ
ンターで受け付けています。

スイスに本部を持つ語学教育財団。英語・フランス

語・イタリア語・スペイン語・ドイツ語・ロシア語・

日本語の教育を、それぞれの言語を母国語とする国で

行っています。日本語コースはユーロセンター金沢に

て開催しています。

TEL 076－260－1543

■使用の申込みについて
1．国際交流を目的とした団体を対象としています。
2．申し込みの受付
お電話等で空室状況等をご確認いただき、「使用承認
申請書」を提出して下さい。使用可能な場合は、「使用承
認書」を発行いたします。TEL 076－223－9109
国際交流団体や各種団体が、国際交流または国際協

力に関する会議、研修等を目的に使用する場合は使用
日の3ヶ月前の日（休館日に当たるときは翌日）から
使用日の5日前の日までとします。
その他の目的に使用する場合は、使用日の1ヶ月前

の日（休館日に当たるときは翌日）から使用日の5日
前までとします。
受付は、午前9時から午後6時（土・日・祝日及び

休館日を除く）までとします。
3．申込みの方法
申請書等様式はこちらからダウンロード出来ます。

http://www.ifie.or.jp/center/use_guidance/use
_guidance.html

■使用の申込みについて
1．使用料は別表により算定します。現金により施設
を利用するまでに納入してください。

2．使用時間の延長があった場合は、追加額を納入し
ていただきます。

3．既に納入されている使用料は、原則として返還し
ません。

4．使用料の減免
国際交流団体や各種団体が県と共催または県の後援

を受けて国際交流・国際協力を目的に使用する場合
は、使用料が減免されます。
その他特別の事由により必要と認めた場合は、使用

料が一部減免されます。

（財）石川県国際交流協会

石川県日本語日本文化研修センター

国際情報ライブラリー

パスポートセンター

交流サロン

いしかわ国際協力研究機構

ユーロセンター金沢

研修室等のご利用案内
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全 室 56 24 2,440円 3,260円 3,660円 9,370円

研修室1 Ａ 28 12 1,220円 1,630円 1,830円 4,680円

Ｂ 28 12 1,220円 1,630円 1,830円 4,680円

全 室 53 24 2,440円 3,260円 3,660円 9,370円

研修室2 Ａ 27 12 1,220円 1,630円 1,830円 4,680円

Ｂ 26 12 1,220円 1,630円 1,830円 4,680円

全 室 53 24 2,440円 3,260円 3,660円 9,370円

研修室3 Ａ 27 12 1,220円 1,630円 1,830円 4,680円

Ｂ 26 12 1,220円 1,630円 1,830円 4,680円

全 室 72 36 3,160円 4,280円 4,680円 12,130円

研修室4 Ａ 28 12 1,220円 1,630円 1,830円 4,680円

Ｂ 44 24 1,930円 2,650円 2,850円 7,440円

研修室6 44 18 1,930円 2,650円 2,850円 7,440円

研修室7 28 12 1,220円 1,630円 1,830円 4,680円

研修室9 29 12 1,220円 1,630円 1,830円 4,680円

研修室10 30 12 1,220円 1,630円 1,830円 4,680円

研修室11 23 10 1,220円 1,630円 1,830円 4,680円

研修室12 21 9 1,220円 1,630円 1,830円 4,680円

全 室 131 90 5,810円 7,950円 8,560円 22,320円

大研修室
Ａ 44 30 1,930円 2,650円 2,850円 7,440円

Ｂ 44 30 1,930円 2,650円 2,850円 7,440円

Ｃ 43 30 1,930円 2,650円 2,850円 7,440円

講師控室2 17 8 810円 1,010円 1,220円 3,050円

講師控室3 16 8 810円 1,010円 1,220円 3,050円

全 日
9:00～21:00

区　　分

研修室等利用料金表

備 考
1．使用時間が午前、午後、夜間又は前日の時間に満たない場合の使用料は、
当該午前、午後、夜間又は全日の使用料とする。

2．冷暖房期間中は、使用料の額に百分の三十を乗じてえた額を加算する。

夜 間
17:00～21:00

午 後
13:00～17:00

午 前
9:00～12:00

収容人員
（人）

面　積
（㎡）日本の生活で困っていることはありません

か。ご家庭、職場等での悩みごと、生活上での
困りごとなど、幅広い相談に弁護士を交えて専
門的に応じます。
◎期日：毎月第3木曜日
◎時間：午後1時～3時（予約制：通訳が必要

な場合、お早めにご予約下さい。）
◎場所：リファーレビル3階　石川県日本語・

日本文化研修センター内
◎費用：無料
カウンセラー：弁護士（金沢弁護士会）
通訳可能言語：英語、ポルトガル語、中国語、

韓国語、ロシア語
（要予約。但し、準備できな
い場合もあります。）

まずはお電話下さい
TEL076－262－5932

留学に関するご相談にお応えしています。
電話、ファックス、Eメールでの相談も可能

です。
お気軽にお問い合わせください。

◎受付時間：午前9時～午後12時、午後1時～
午後4時30分

◎受付可能な日
お電話でお問い合わせください。
TEL076－262－5932

◎費用：無料

外国人のための法律相談

海外留学相談

IFIE PLANET



4

NTT Docomo

「iMenu」を選択して、 
iMenuページへ 

「iMenu」を選択して、 
iMenuページへ 

災害用伝言板を 
選択 

災害用伝言板を 
選択 

（最大10件まで 
登録できます） 

確認を選択 確認したい人の電話 
番号を入れ検索を選択 

確認したい 
安否情報を選択 

iMenu

iMenu

iMenu

災害用伝言板 登録 

（最大100文字まで、 
コメントの記入が可能） 

登録を選択 状態を選択 登録を選択 

伝言の登録方法 

安否情報の登録 

安否情報の登録 

安否情報の確認 

安否情報の確認 

伝言の確認方法 

iMenu

※登録はiモード対応端末
機からのみ操作できま
す。 

※iMenuからだけでなく、
PCや他社携帯からも確
認できます。 

※登録はYahoo！ケータ
イ対応端末機からのみ
操作できます。 

※Yahoo！ケータイから
だけでなく、PCや他社
携帯からも確認できま
す。 

今回はYahoo!ケータイ
から確認する時のものを
紹介します 

※登録はEZweb対応端末
機からのみ操作できま
す。 

※EZwebからだけでなく、
PCや他社携帯からも確
認できます。 

今回はEZwebケータイか
ら確認する時のものを紹
介します 

登録完了 
（メッセージは 
登録から 
最大72時間 
保存されます） 

災害用伝言板 

登録 

確認 
090△△△△×××× 
 

検索 

登録 

登録を選択 

EZweb

災害用伝言板 登録 安否情報の 
登録完了 

お知らせ 
メール 
送信の完了 

送信 

電話番号入力 2007/08/01 
23：43

2007/08/01 
23：24

2007/08/01 
23：15

Yahoo!ケータイの 
トップから「災害用 
伝言板」を選択 

登録を選択 

送信完了 

yahoo

災害用伝言板 送信 

無事です。 
被害があります。 
自宅に居ます。 
避難所に居ます。 

コメント 

安否情報の登録完了 
（このまま送信を押すと設定し
たアドレスに安否情報が登録さ
れたことがEメールで自動送信） 

4つのチェック 
ボックスから選択 
（複数選択可、あわせて全角100
文字以内のコメントを入力可） 

確認 

Yahoo!ケータイの 
トップから「災害用 
伝言板」を選択 

確認を選択 

安否情報が 
表示される 

yahoo

災害用伝言板 

安否情報を確認したい方
のソフトバンク携帯電話
番号を入力し、検索 

●PCや他社携帯からはhttp://dengon.softbank.ne.jp/からアクセス 

検索 

電話番号入力 

安否情報を選択 

確認 

確認を選択 

登録されている 
被災状況とコメントが 
表示される 

安否情報を確認したい方の 
携帯電話番号を入力し、検索 

検索 

電話番号入力 

確認したい 
安否情報を選択 

EZwebのトップメニュー
に表示される「災害用伝
言板」を選択 

被災状況について5つのコメント
の中から選択（任意で100文字以
内のコメントを入れて登録） 

送信を選択（設定された
アドレスに安否情報をお知
らせ） 

Soft Bank

KDDI  au

1

2

3

無事です。 
被害があります。 
自宅に居ます。 
避難所に居ます。 

コメント 

2007/08/01 
23：43

2007/08/01 
23：24

2007/08/01 
23：15

1

2

3

無事です。 
被害があります。 
自宅に居ます。 
避難所に居ます。 

コメント 

2007/08/01 
23：43

2007/08/01 
23：24

2007/08/01 
23：15

1

2

3

090△△△△×××× 
 

090△△△△×××× 
 

地震があったらどうしますか？
今年の3月25日、石川県輪島市に震度6を記録する大地震が襲いました。地震の頻度が全国的に比較的少ないと言わ
れている石川県における大地震は地元住民を含め、大きなショックを与えました。災害時にはパニックに陥りやすく、
情報が錯綜する事も多くあります。皆さんは、各携帯電話会社が提供している災害用伝言サービスをご存じですか。災
害が起こった時、緊急に電話をしてもなかなかつながりにくいものです。そういった状況で利用しやすいのが『災害用
伝言サービス』。NTTが提供する「171」災害用伝言ダイヤルの他にも、各携帯電話会社の災害用伝言サービスがあり
ます。アクセス方法は以下のとおりです。

各携帯電話会社では日本語と英語による災害用伝言サービスを行っています。石川県内には多くの外国人が居住しており、
災害時に言葉の問題から不安を抱えていた在住外国人も多かったのではないでしょうか。こういったサービスを活用するこ
とによって、情報の錯綜などを防ぐことができます。これらのサービスは、震度6弱以上の地震など大規模な災害が発生し
たときに利用できますが、毎月1日に体験サービスが提供されています。みなさんも、一度利用してみてはいかがですか？

地震があったらどうしますか？
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外国人との共生・交流社会づくり研究会外国人との共生・交流社会づくり研究会
日本全国における外国人登録者数は平成17年に初めて200

万人を突破し、平成18年末現在では208万5千人と、38年連
続で増加しています。
石川県においても、平成10年以降毎年増加しており、平成

18年末現在では初めて1万人を突破。県人口に占める割合は、
0.9％となっています。
こうした状況の中、石川県では外国人と地域住民がともに生き

生きと安心して暮らせる、多文化共生の地域社会づくりを推進す
るため、県内に在住する外国人の生活実態、意識等を把握する
ためにアンケートを実施しました。
このアンケート調査結果をもとに、5月23日第4回外国人との共生・交流社会づくり研究会を開き、在住外国人

を巡る現状と課題について話し合いました。現在の国籍別登録状況は中国が最も多く全体の約4割を占め、次いで
韓国・朝鮮、ブラジルの順となっています。研究会には在住外国人も出席し、言葉がわからない事から起こる様々
なトラブルの実例などを挙げ、今後の多文化共生に対する意見を述べ、また、他の出席者からは外国人と共生・交
流する地域づくりのためには日本人だけではなく外国人の参画も大切であるという意見も出ていました。

外国人浴衣着付け教室外国人浴衣着付け教室
今年の6月17日に石川県在住の外国人のための「浴衣着付け教室」が開かれまし

た。このイベントは、在住外国人が浴衣を自分でも着られるようになり、日本の夏

を浴衣で楽しんでいただきたく企画したものです。今回の無料着付け教室は、午前

と午後のセッションに分けられ、計20名の参加者が国際交流サロンで浴衣着付け

体験をしていただきました。着付けを教えていただいたのは「（財）国際美容協会・

山野流宗家山野愛子ジェーン山野流着装教室」の北川理恵先生で、外国人の参加者

に分かりやすく着付け

を説明し、皆さん楽し

く浴衣着付け体験がで

きました。参加者のほ

ぼ全員が浴衣初体験で、丈がずれたり、帯を巻きすぎ

たり、色々と苦労しましたが、完成した時の皆さん

は満面笑顔でした。浴衣を着てサロンの庭で記念撮

影した後、お点前もいただきました。皆さんは和菓

子とお茶をいただきながら、茶室でのお客様の心得を

教わったり、飾られていた掛け軸や季節の花を観賞し

たり、裏千家の茶道を存分に体験してもらいました。

IFIE PLANET

外国人登録者数推移 （平成18年12月末現在）
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インド人もビックリ「インドの言葉」

際交流員のコーナー国

インドという国は外国人にとってはもちろんのことインド人にとって

もサプライズの多い国です。毎日様々な「サプライズ」の中で生きてい

るインド人だからこそ簡単にびっくりしないということでしょうか？と

ころが、その「インド人もビックリ」するのはインドの言葉です。

「インドの言葉はなんですか」という質問に答えるほど困難なことは

ない。何故かと言うとインドには本当に多種多様の言葉があるからです。

インドは歴史が長く、様々な民族・人種によって構成されています。そ

して、こういった民族や地域や環境などによって数多くの言語が存在し

ています。その言葉の万華鏡を覗いてみましょう。

まず、インド語またはヒンズー語ということばは存在しません。イン

ドの憲法はインドの公用語を「ヒンディー語」とし準公用語に「英語」

を指定しています。また、22の言語は「公的に認定された言語」とし

て扱われています。インドで話されている言語体系の数は100と言わ

れていますが、方言等を含めると800～1500になりますので正確な

数字は出しにくいです。

インドはイギリスの植民地だったため現在も英語は公用語として広く

普及しています。ヒンディー語圏以外の人であれば三つの言語を話せる

ことも珍しくありません。その背景にインド独特の教育制度があります。

インドでは、「言語州」に基づき、社会・言語的な区分によって各州の境

界線が定められています。そして、地域と学校によって勉強する第1・

第2・第3言語が違います。

（インドの紙幣（ルピー）に表示されている15の言語：アッサム語、

ベンガル語、グジャラート語、カンナダ語、カシミール語、コンカニー

語、マラヤーラム語、マラーティー語、ネパーリー語、オリヤー語、パ

ンジャービー語、サンスクリット語、タミル語、テルグ語、ウルドゥ語）

これだけたくさんのことばがあるとインド人同士でも意思疎通ができ

ないことはめずらしくありません。その影響はメディアにも大きく反映

しています。テレビ番組や映画なども言葉が様々です。日本で注目を集

めたインド映画と言えば「踊るマハラジャ」ですね。私も留学してい

たとき、日本人の友達に誘われて「踊るマハラジャ」を観に行ったらなんとそれは南インドの映画でことばも全然

分からない。結局、二人とも日本語の字幕を読みながらの映画観賞という始末でした！！

ところで、今ではインターネットでもヒンディー語の勉強ができますよ。大阪外大のウェブサイトを使ってヒ

ンディー語を勉強してみませんか。

リンク：　http://el.osaka-gaidai.ac.jp/lang/hindi/learning/video/list.html

（記事：Rohan Ranade：ムンバイ出身。
デリーのネール大で日本語を専攻。京
都大学、大阪外国語大学で留学を経験。
現在、石川県国際交流協会で国際交流
員として勤務）
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国 際 交 流 団 体 紹 介国 際 交 流 団 体 紹 介

1997年、金沢市のお米屋さん大沢俊夫さんが、ホームステイ

を受け入れた留学生の呉向栄さんの故郷、中国・内モンゴル自治

区の阿拉善（アラシャン）盟を訪問。急速に砂漠化が進み、緑が

失われていく現地を目の当たりにして、“こりゃ～なんとかせにゃ

いかん！”と思ったことがきっかけとなってアラシャン盟の砂漠

緑化事業は始まり、1998年にはNPO法人「世界の砂漠を緑で包

む会」（通称「包む会」）が発足しました。以来、毎年多くのボラン

ティアの方々が現地を訪れ、緑化活動を行っています。

その活動の一環として、今年の4月に内モンゴル自治区の阿拉

善左旗小学生7人、先生父兄5人を環境教育と国際交流の目的で

金沢市に招聘しました。今回はその模様をお知らせします。

4月12日に金沢にやってきた11人の一行は、当会会員宅にホームステイをし、環境問題に取り組む小学校、戸

室リサイクルセンターや西部クリーンセンター、ゴミ埋め立て場を視察したり、石川県伝統工芸館へ行き日本の伝

統工芸に接したり、桜の兼六園を満喫し18日まで県内に滞在しました。

訪れた金沢市立十一屋小学校では、着物の着付け、お茶や縄跳びをしたり、歌や漢詩等を披露し児童と交流しま

した。夕日寺小学校では、県環境ＩＳＯ取得校でビオトープがあり、小川に住むめだかや虫、堆肥の中のミミズ、

落ち葉や腐食した小枝の中に住む昆虫等を観察し発表をしました。浅野川小学校では、県環境ＩＳＯ取得校で水の

節約の取り組みを勉強したり、校歌や遊戯で交流しました。津幡町立中条小学校では、潟の水を浄化する水コケや

水生植物の水槽を熱心に勉強した後、給食を共にし、残飯の分別や牛乳パックの再利用、容器の分別の徹底等を学

び、同小学校と阿拉善左旗小学校との友好校の協定を締結しました。

内モンゴルの子どもたちは、もちろん海を見るのは初めての子ばかりなので、日本海に大喜びしていました。日

本の印象は、町並みがとても綺麗で整然としているとのこと。日本を大変気にいったようです。

こうした事業を通じて、「包む会」は現地の人たちの環境保護意識の高揚とボランティア精神を育成しています。

みなさんも緑化ボランティアに参加してみませんか？

みんなの力で緑の大地を取り戻しましょう！

NPO法人世界の砂漠を緑で包む会
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巻頭でもお伝えしましたが毎年下記の要領で作文コンテストを行っています。中学生のお子様をお持ち

の皆様、中学生諸君は奮ってご参加を！「ニューヨークへ行きたいか～？」

「国際理解・国際協力のための全国中学生作文コンテスト」石川県大会実施要項

1 趣　旨 作文募集を通して、国際連合の意義の普及を目的とする。

2 課　題 作文の題目は

「世界の子どもたちに平和の文化と非暴力の世紀を！」、

「国連改革：もしも私が国連職員なら」または

「地球に平和が訪れる日を目指して」

のうちいずれか一つ。ただし、年度によって題目が一つ変更あります。作文の内容は、学

校、家庭、社会などにおける作者の研究や体験あるいは実践などを通し、国際連合につい

て述べたもの。

3 原　稿 400字詰め原稿用紙4枚以内。原稿には、課題名、氏名(ふりがな)、住所、学校名、学年、

年齢および県名を明記すること。

4 応募先 〒920-0853 金沢市本町1-5-3 リファーレ3階

財団法人石川県国際交流協会内　日本国際連合協会石川県本部

「中学生作文コンテスト」係

TEL 076-262-5932 FAX 076-222-5932

5 締　切 毎年9月上旬

JICAボランティアに参加する石川県出身のみなさんを紹介するコーナーです。ボランティア

に参加した人やこれから参加したい人はもちろん、参加しなくても少し興味がある人に、わか

りやすく情報をお届けします。

今回は、2年間の活動を終え、この7月に帰国された方々をご紹介します。

帰国隊員 

次回は、現地で活動している隊員からのメールと 
帰国された方からのメールをご紹介します！ 
　　　　　　　お楽しみに♪ 

43

1 21 派遣国：アルゼンチン　
職　種：コンピューター技術
名　前：入山　義和さん

2 派遣国：タンザニア
職　種：理数科教師
名　前：坂本　裕美子さん

3 派遣国：チリ
職　種：手工芸
名　前：辻　香織さん

4 派遣国：コスタリカ
職　種：コンピューター技術
名　前：桂　裕子さん

●JICAホームページにアクセスしてね→　　http://www.jica.go.jp

古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。 


