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2月1日、21日の2回にわたり、国際交流センターで「医療

通訳ボランティア研修会」を開催しました。研修会には、定

員を大幅に上回る申し込みがあり、定員の都合で今回は残念

ながらご参加いただけなかった方も多数いらっしゃいました

が、2日間で延べ68名の皆さんに受講していただきました。

中には、普段から医療通訳に関心をお持ちの医師や看護師な

ど医療関係者の方も若干名いらっしゃいました。

今回は“入門編”ということで、実際に医療通訳者の養成に

取り組まれている“多文化共生センターきょうと”からお二

人の講師をお招きし、在住外国人の現状や医療通訳者の基礎

知識・心得など幅広い講義をしていただき、2回目には検査

室や診察室での通訳を想定したロールプレイも行いました。

石川県国際交流協会では、医療通訳に関する研修を新年

度以降も実施したいと考えております。引き続き多数の皆

さまのご参加を期待しております！
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多文化共生フォーラム in のと
■日時：平成21年1月25日（日）
■会場：生涯学習センター能登分室

当日は大雪の影響で会場にお越しいただけなかっ

た方もいましたが、それでも、能登地区の外国人住民、

国際交流団体や行政の関係者など44名の皆さんにご

参加いただきました。

最初に行われたパネルディスカッションでは、金

沢国際交流財団 多文化共生プログラムオフィサー 阿

部一郎さんのコーディネートのもと、台湾出身で輪島

市在住の七浦禎蓮さん、中能登町国際交流の会の大湯

章吉さん、㈱スギヨ製造本部の横山和秀さん、七尾市

男女参画まちづくり課の長田次夫さんをパネリストに

迎え、外国人住民、国際交流団体、企業そして行政、

それぞれのお立場から能登地区の外国人住民の現状と

課題についてご意見をいただきました。また、石川県

立看護大学　教授の西村真実子さんからは、実際に外

国人の母親を訪問した際の経験も踏まえ、コメントし

てもらいました。

また、生活サポート日本語教室世話人の前田和夫

さんから、金沢市大桑地区での多文化共生に向けた取

組みの事例をご報告いただきました。

参加者全員によるグループディスカッションでは、

4つのグループに分かれ、外国人住民の抱えている課

題に思いを馳せながら、外国人住民が暮らしやすい地

域社会を作るために何ができるのか、活発な意見交換

が行われました。

日本語教室など外国人住民をサポートする国際交

流団体が少ない、あるいは、外国人住民が散在してい

るうえに交通手段が限られ、車を運転できなければ交

流に積極的に参加しにくい、といった能登地区に特有

の課題が指摘された一方、外国人住民を特別視せず、

同じ社会の貴重な構成員として地域の観光ガイドなど

として、その能力を発揮していただくことで新たな文

化を創出することが大切との意見も出されました。

さまざまな課題とともに、「新たな文化の創出」と

いう多文化共生社会の本質が垣間見えたフォーラムに

なりました。

パネリストの皆さん

パネルディスカッションの様子2

パネルディスカッションの様子1

多文化共生プログラムオフィサー　阿部一郎氏（左）
コメンテーター　西村真実子氏（右）
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石川県在住の外国人は年々増加しており、平成20年12月末現在の石川県内の外国人登録者数は、

12,126人となり、10年前の約1.7倍となっています。そうした中、日本人住民と外国人住民が、互い

の文化や生活習慣などを尊重し、ともに安心して暮らせる社会を創るにはどうすればよいかを地域の皆

さんと一緒に考えるため、能登地区と加賀地区で「多文化共生フォーラム」を開催しました。

多文化共生フォーラム in かが
■日時：平成21年2月22日（日）
■会場：こまつ芸術劇場うらら

小松市で行われた2回目のフォーラムには、加賀地

区の国際交流団体や市町関係者のほか、小松市内のブ

ラジル人住民の皆さんに多数ご参加いただきました。

国際色豊かな顔ぶれが集まり、まず、「なぜ“わ

たし”はここにいるのか？」というテーマで、白山

市在住でオーストラリア出身の熊田キャロリンさん

と小松市在住でブラジル出身の藤原セルジオさん

が、来日の経緯や体験された生活上の問題などにつ

いて、エピソードを交えつつ楽しくお話しいただき

ました。

パネルディスカッションでは、能登地区のフォー

ラム同様、金沢国際交流財団 多文化共生プログラム

オフィサー 阿部一郎さんにコーディネーターをお願

いし、パネリストは、小松市国際交流協会会長の荒

井美代子さん、能美市在住・中国出身の銭剛さん、

加賀市地域振興部長の見附裕史さん、たぶんかネッ

ト加賀のルロワ・東出康江さんをお迎えしました。

パネリストの一人、銭さんには、県内の繊維会社で

勤務されているお立場から、最近の不況下で、厳し

さを増している外国人労働者の勤務環境について現

状を報告していただきました。

そして、小松市在住でブラジル出身のエリカ・マユ

ミ・マエダ・ワタリさんには、小松市の第一校下まつり

に、他の日本人住民とともに主催者側の実行委員とし

て参画されたときの体験談を語っていただきました。

フォーラムの最後は、交流会。

ブラジル人住民の皆さんが、交流会のためにブラ

ジルの手作りケーキやお菓子、ジュースを持ってきて

くれました。ジュース片手にケーキをほおばり、自由

に交流。交流会は、国際交流団体の会員同士のみなら

ず、日本人住民とブラジル人住民の出会いの場にもな

りました。

オーストラリア出身の
熊田キャロリンさん

ブラジル出身の
藤原セルジオさん

ブラジル出身のエリカ・マユミ・マエダ・ワタリさん

交流会の様子（ブラジルの手作りケーキ）

パネリストの皆さん
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私が感じた日本

際交流員のコーナー国

日本に来て、そろそろ一年が経ちます。今年の4月に帰国しますが、日本のたく

さんの方々に大変お世話になって、感謝する気持ちでいっぱいです。中国に戻って

も、日本のこと、日本で出会った方々のことを絶対忘れません。

この一年間、一外国人として、「日本に住んでみてどうですか? 日本人はどうで

すか?」とよく日本の方に聞かれました。逆に中国にいる友達にも「日本はどうで

すか?日本人はどうですか?」とよく聞かれます。私はいつもこの質問をどう答えた

らいいか困っています。私は今日本にいても、生活範囲が限られており、日本のこ

とを何でも知っているわけではないのです。私が答えられるのは、私が知っている

範囲の日本のことだけです。

日本でいつも素敵だと思っているのは日本人の他人を思いやる心です。些細なこ

とですが、例えば、バスの中、駅や空港などの中に自由に持ち帰れる傘を置いてあ

ることです。雨の時困っている人は本当に助かると思います。そして、トイレはい

つもきれいに使い、トイレットペーパーも常備してあります。

そして、日本人は優しい環境を作ることを大切にしていると感じています。日本

の町は綺麗で、木や花などをどこでも目にすることができます。ほとんどの住宅の

庭の中にも木や季節の花が植えてあります。日本は緑豊かな国だとよく評価されていますが、それは国民の“美し

い自然を大切に守り育てる心”を抜きにしては語れないことだと思います。

次は子供に対する教育のことです。「世界の子供遊び」という事業で、保育園と幼稚園で中国の文化、言葉、子供

の様子、遊び、歌、絵本などについて、子供たちに話をしてきました。保育園と幼稚園は教育の一環として、子供た

ちにこの世界で日本のほかに、いろいろな国と様々な人が存在することを教え、子供たちに小さいころから平和の心

を育てようと心がけています。これはとても素敵で素晴らしいことだと感心しています。

しかし、保育園や幼稚園、小学校へ訪問に行くたびに、なぜだろうと思っていることがあります。それは、小さい

ころ、あんなに素直で、可愛いく、素敵な教育も受けてきたはずなのに、なぜ大きくなった子供たちの学校でのイジ

メがあんなに深刻な社会問題にまで発展するのだろうということです。

しかし、どんなに違いがあるとし

ても、皆は中国人と日本人である前

に、普通の人間です。国際交流の際

に、これを肝に銘じておかなければ

ならないと思います。

（記事：洪　青梅：中国湖南
省衡陽市出身 湖南省の湘
潭大学で日本語を専攻。
北京外国語大学の日本語大
学院で日本文学を専攻。
2008年4月から2009年
3月まで石川県国際交流協
会で勤務。）
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国 際 交 流 団 体 紹 介国 際 交 流 団 体 紹 介

平成21年1月21日に、子育て『サークル にいはお』主催の「ママ

にいはお教室」が開かれました。

このサークルは、毎月（2，8月を除く）第三水曜日10時から11

時半に、金沢駅西福祉健康センターで、0歳から3歳までの外国出身

（日本人も含む）の親子を対象として、親子で楽しく遊びながら友達

を作ろうという教室です。

第1回目の「外国人パパ・ママ教室」を始め、平成17年11月から

月一度「ママ にいはお教室」を開いています。その他に、年に2回

ほどイベント（クリスマス大会など）もあります。現在、日本、中国、台湾、モンゴルなど、様々の国のママが

参加しています。誰でも気軽に参加できるサークルです。

当日、午前10時から受付し、10時半まではフリートークの時間でした。ママた

ちが現在の子供の状況や最近の出来事などについて、自由に情報交換をする時間で

した。10時半から「はじまるよ！」のスタッフの歌声で「ママ にいはお教室」が

本格的に始まりました。子供たちが歌声のリズムに合わせて手をたたきながら歌い

ました。そして、最近インフルエンザが流行っているため、「こんこんくしゃん」と

いう歌も歌いました。その後、林冠因（台湾出身のママ）さんが、「いいおへんじ」、

「こどものくに」などの絵本を聞かせてくれました。その後10時50分からは、「今

月のテーマ」というコーナーで、2月3日の“節分”について話をしました。ママた

ちはこのコーナーで子供と遊びながら日本の風習を知ることもできます。節分のと

き行う 豆まき を体験しました。子供たちは、鬼を装ったスタッフたちに、「鬼はそと、福はうち」と嬉しそうな

表情で紙ボールを思い切って投げていました。ママたちは子供が今年一年中健康でありますようにと願いを込め

て鬼を払いました。その後、ママたちが冷え性防止のストレッチをして、本日の活動が終りました。

教室の終了後、主催者の秋
あき

谷
や

委子さんに話を聞くことができました。「より多くの親子に参加してもらって、

出会いの場を作りたい」と秋谷さんが言いました。しかし、「場所の問題から来たくても車を持っておらず、な

かなか来れないのが現状で、時々スタッフが迎えに行くこともある」と場所の問題について語りました。

初めてこのサークルに参加した私に、スタッフたちがとても親切に接してくれました。たくさんの可愛い子供

と触れ合い、あっという間の楽しい1時間半を過ごすことができました。みなさんも、気軽に子供たちの癒しの

笑顔を見に来ませんか？
取材協力：広報ボランティア　周　雪

ママ にいはお教室 ― 友達づくりの場 ―

スタッフによる絵本の読み聞かせ

フリートークをする
ママとスタッフたち

「鬼はそと、福はうち」と紙ボールを投げる子供 ママたちのストレッチの様子

子育てサークル　にいはお
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H ost Family News
平成20年度 石川県国際交流協会主催の日本語研修生・新規受入れの紹介

ホストファミリーボランティアとは
国際交流事業のひとつ「石川ジャパニーズ
スタディーズプログラム」に参加する外国
人を受入れしていただくボランティアです。

平素より、ホストファミリーの皆様には協会の事業にご協力・ご支援を賜り誠にありがとうございます。

今年度、受入れをした研修生のグループは、3月下旬に来日のタイのグループを含め25グループ235名となりま

した。毎年受入れをしている常連のグループはもちろん、今年度初めて受入れをしたグループも多数ありました。

受入れを快く引き受けていただいたご家庭の皆様、改めて感謝申し上げます。今年度に新しく受入れをしたグルー

プを、この場で少し紹介したいと思います。

■東国大学・夏季（韓国）
7月27日～8月23日

男性1名、女性5名のグループで、一番年上の男性がリーダー
としてグループをよくまとめ、仲のいいグループでした。
日本語は初級レベルの学生もいて、当初は不安そうでしたが、
同時期に来ていた香港やトルコの学生と友だちになったりして積極的に交流して
いました。

■イルクーツク国立言語大学（ロシア）
10月3日～11月30日

男性1名、女性8名のグループでユーモアたっぷりの学生が多く、
グループはよくまとまっていました。能登一泊研修旅行では、
カラオケではしゃいだり、送別会では日本語研修中の出来事を寸劇にして披露し
てくれたり、いたずら心たっぷりのオリジナルスライドショーを作って披露して
くれました。

■チャナッカレ・オンセキズ・マルト大学（トルコ）
8月3日～8月21日

男性1名、女性6名の、とにかく明るく陽気なグループでした。
日本語の能力は高く、日本でいろいろなことを吸収して帰り
たいという気持ちが現れていて、何事にも積極的でした。特

に踊りが大好きで、送別会の会場でトルコの国旗を振りながらみんなを踊りの輪
に巻き込んでいく様子は圧巻でした。
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ホストファミリーニュース（No.12）

IFIE PLANET

■ウィリアムズ大学（アメリカ）
1月7日～1月26日

男性6名、女性6名のグループで、日本文化や金沢に関する
テーマを一つ決めて、それについて研究・発表をするというプロジェ
クト型の研修を行いました。漬物をテーマに選んだ学生は、実際にホストファミ
リーのお宅にお邪魔して、漬物の体験をさせていただきました。研修期間中にオ
バマ大統領の就任があり、研修生たちが新聞社の取材を受けたという事もありま
した。

（財）石川県国際交流協会　日本語日本文化研修センター ホームステイ担当

〒920-0853 金沢市本町1-5-3 リファーレ3階
TEL：076－222－5931 FAX：076－222－5932
E-mail：homestay@ifie.or.jp

■プネ印日協会（インド）
10月12日～11月8日

女性4名のグループで、真面目な学生たちでした。
日本語のみならず日本の文化にもとても興味があるようでした。
お昼ごはんに、インドから持参したインスタント料理を食べていた
様子で上手に節約をしていました。服装がサリー風のカラフルな衣装で
いつも周りの目を楽しませてくれました。

■江蘇省日本語教員グループ（中国）
10月19日～11月14日

男性2名、女性8名のグループで、大学で日本語を教えてい
る現役若手教員たちが日本語教授法を学ぶ為に研修に来ま
した。

もちろん日本語能力は他のグループの中でもトップクラスでした。
お子さんのいる研修生も多く、子供の写真を大事そうに見せてくれました。

今年も多くの研修生が世界中から石川に来県します。石川を大好きになって帰っていただくためにホストファミ

リーの皆さんのご協力が不可欠です。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

尚、ホームステイについて、ご意見やご希望がありましたら、いつでもご連絡ください。
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国際交流ハンドブック「link（リンク）」ができました！

再生紙を使用しています。

石川県国際交流協会では、皆さんが国際交流

を始めるにあたって、何をしたらよいか？ とい

うことをわかりやすく紹介する小冊子を作成し

ました。

世界中の人と心をつなぐ願いを込め、「link

リンク」と名付けました。

交流事情、イベント、楽しみ方、ボランティア

など4つのステップで、32ページにわたって紹

介しています。是非、みなさんもご活用下さい。

そして世界とリンクしましょう！

◆お問合せ 財団法人石川県国際交流協会
〒920-0853 金沢市本町1-5-3 リファーレ3階
TEL：076-262-5932 FAX：076-222-5932

ホームページで北陸発の国際協力について発信中！ 

募集期間：4月１日（水）から5月18日（月）まで 
期間中はOB・OGの体験談が聞ける説明会を 
実施しますので、ぜひお立ち寄り下さい。 

■青年海外協力隊 

国際交流協会内 JICAデスク 

TEL：076-262-5932　松井まで 

4月 

 

 

5月 

9日（木） 

 19日（日） 

28日（火） 

9日（土） 

野々市町役場横カメリア 19：00 

生涯学習センター 14：00 

金沢勤労者プラザ 18：30 

地場産業振興センター新館5階 14：00

日にち 場　　所 時間 

JICA 北陸ホームページ 
http://jica.go.jp/hokuriku/

派遣国：エルサルバドル 

職　種：保健師 

名　前：辰野加奈 さん 

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。これから参加したい人はもちろん、
参加しなくても少しでも興味がある人、そしてボランティアに参加した人にわかりやすく情報をお届けします。 

青年海外協力隊＆ 
シニア海外ボランティア募集！！ 

青年海外協力隊＆ 
シニア海外ボランティア募集！！ 

■シニア海外ボランティア 

生涯学習センター 10：30 

地場産業振興センター新館5階 10：30

4月 

5月 

19日（日） 

9日（土） 

派遣中ボランティアからのお便り 

派遣国：タンザニア 

職　種：感染症対策 

名　前：滝川麻衣 さん 

タンザニア人からたくさんの事を教わりながら、 
人々が少しでも病気から自由になれるよう、 
彼らと共に頑張っていけたらと思います。 

小学校の子供とペットボトルの回収をし、 
業者に売り渡す前の様子。皆満足気です。 

資料の送付も行っております。下記まで 
お気軽にお問い合わせください。 

「link リンク」をご希望の方には、当協会にてお渡ししております。




