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（３）国際交流員活動サポート事業
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a

２．多文化共生事業
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（１）多文化共生まちづくり事業
（２）留学生支援事業
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a

３．団体等活動支援事業

646 千円

（１）連携推進事業
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（２）ボランティア等育成事業
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（１）情報収集提供事業
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a
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１．国際理解事業【決算】3,442 千円
（１）国際交流まつり事業
【決算】2,638 千円

① かなざわ国際交流まつり 2021
北陸最大級の国際交流イベントとして、多くの国
際交流関係団体等と連携しながら、幅広い世代が気軽
に世界の文化にふれあい、世界各国の人たちと交流で
きる機会を創出する。
日程：令和３年 10 月 9 日(土)～10 日(日)
会場：金沢市庁舎前広場
参加：36 団体（ブース設置）
、
11 団体（ステージ参加）
共催：金沢市
来場者数：13,000 人（2 日間延べ）
内容：
「ワールドステージ」バリ舞踊、台湾古典ダンス、
フラダンス、中国琵琶演奏等
「ワールドグルメ」カレー、海鮮チヂミ、羊の串焼
き、チーズケーキ、世界のコーヒー＆ティーの
販売等
「ワールドバザール」世界の民芸品・雑貨の販売等
「体験コーナー」折り紙・水引の体験
等
「パネル展」世界各国の紹介、国際交流団体の活動
紹介等
※昨年との比較
･ 昨年中止した「ワールドステージ」における
“歌唱”を、アクリル板を設置して復活
･ 昨年中止した「ワールドグルメ」における食
事提供を、
“テイクアウト”専門で復活
･ 会場内の様子を You Tube で動画配信

（２）世界の文化紹介事業
【決算】537 千円

① オンライン・グローバルキッズセミナー
将来のグルーバル人材の育成を目指し、外国の遊
びやゲームなどを英語で学びながら、世界について理
解を深めるプログラムを子どもたちに提供する。
日程：令和３年９月 20 日（月・祝）
講師：ティモフェエヴァ・ヴァレンティナ氏
セーリフ・タティアーニャ氏
（ともに金沢市の姉妹都市ロシア・
イルクーツク市からの留学生）
参加：小学校４～６年生 ４名

（オンライン・グローバルキッズセミナー）

内容 ： ロシアの食生活や学校生活などクイズを交えて
英語で紹介

② 在住外国人による国際理解講座
在住外国人を講師として、それぞれの出身国や地
域の文化、料理、言語等を広く紹介することにより、
市民の国際理解の促進に資する。
・もっと知りたい！世界のこと
国際理解サマープログラム（オンライン）
第１回 グアテマラ
日程：令和３年８月９日（月・祝） 参加：８名
（国際理解サマープログラム 第 1 回グアテマラ）

講師：アレハンドロ・ファジャ・ディアス氏
（会社員）
第２回 マレーシア
日程：令和３年８月 17 日（火）

参加：９名

講師：シオン・リム氏（金沢大学留学生）
第３回 ベトナム
日程：令和３年８月 27 日（金）

参加：９名

講師：グエン・ミンティー氏（金沢大学留学生）
・英語 de 異文化理解！～タイ編～
（英語 de 異文化理解）

日程：令和４年１月 23 日（日）

参加：17 名

会場：石川県国際交流センター 大研修室
講師：チャヤサク・ボンバサナ氏
チャイモンコン・ウパカラ氏
（ともにタイ出身金沢大学留学生）
内容：タイの民族・社会・食・文化等の説明
③ 国際交流員による国際理解講座
金沢市の国際交流員を講師として、世界各地の文
化、言語等を広く紹介することにより、市民レベルの
国際交流の促進に資する。
（オンラインで♪アメリカってどんな国？＆えいごであ
そぼう！）

・オンラインで♪アメリカってどんな国？＆えいごであ
そぼう！
日程：令和３年５月 29 日（土）

参加：12 名

講師：ロスマン・ヘイリー国際交流員
内容：小学校低学年を対象に、アメリカの学校生活
や遊びを紹介
・暑さを吹き飛ばせ！夏の韓国料理講座
日程：令和３年７月 30 日（金）

参加：11 名

会場：近江町ふれあい館キッチンスタジオ
講師：キム・セヨン国際交流員
内容：コングクス（豆乳麺）
・コッチョリ（浅漬け
（夏の韓国料理講座）

キムチ）等の調理紹介

・アメリカのクリスマスを体験！
お菓子のおうちをつくろう♪
日程：令和３年 12 月 19 日（日）参加：親子 11 組
会場：石川県国際交流センター 大研修室
講師：リュー・リンダ国際交流員
内容：小学生の子と親を対象に、アメリカの子ども
が好きなお菓子の家づくりを体験
（アメリカのクリスマスを体験！）

・親子で世界を学ぼう！
～中国春節の提灯のかざりワークショップ～
日程：令和４年１月 23 日（日） 参加：親子 6 組
会場：石川県国際交流センター大研修室
講師：田玲国際交流員
内容：小学校高学年の子と親を対象に、中国の子ど
もが春節に作る提灯を工作する
④ 高校生のためのグローバル人材育成セミナー

（中国春節の提灯のかざりワークショップ）

若者の海外志向の低下を懸念する声もある中、進
学や就職など将来を考える時期にある高校生を対象
に、国際分野に関心を持ってもらい、海外留学や海外
で働くなど、将来の選択肢の幅を広げてもらうきっか
けをつくるため初めて開催。
日程：令和４年１月 29 日（土）

参加：17 名

会場：金沢市文化ホール 大会議室
講師：関口千恵氏（ビジネス英語コーチ）
髙坂知樹氏（青年海外協力隊 OB）
田中公康氏（ﾃﾞﾛｲﾄﾄｰﾏﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ合同会社）
（高校生のためのグローバル人材育成セミナー）

内容：海外留学や海外勤務、海外ボランティアの体
験談やキャリアデザインについて学ぶワー
クショップ
⑤ 国際交流員の総合学習・講演会・研修会等への講師
派遣
学校等への訪問による文化紹介、交流等を通して、
子どもの国際理解の促進に資する。
・小中学校（安原小学校、港中学校など）12 件

（国際交流員の学校訪問）

（３）国際交流員活動サポート事業
【決算】267 千円

①国際交流員の技能向上
金沢市の国際交流員を自治体国際化協会等が実施
している通訳・翻訳研修や日本語研修等に参加させる
ことで、技能の向上を図る。

２．多文化共生事業【決算】3,468 千円
（１）多文化共生まちづくり事業
【決算】3,350 千円

①地域における多文化共生まちづくりに向けた活動
・
「せかいのおともだちをつくろう!」の開催〔杜の里地区〕
日本人住民と外国人住民との交流事業の開催。
日程：令和３年６月 19 日（土）

参加：31 名

共催・会場：杜の里児童館

②外国籍の子どものサポート
・泉小学校日本語教室｢コスモス｣受講児童の保護者への
学習活動支援
泉小学校日本語教室「コスモス」に児童を通わせてい
（せかいのおともだちをつくろう）

る保護者に対する日本語学習を支援。
開催回数：131 回
活動ボランティア：12 名、受講者：10 名
・
「日本語を母語としない子どもと保護者のための
高校進学相談会 2021」
外国人生徒やその保護者に向けて、高校進学の仕組
みや進路に関しての説明会を実施。
日程：令和３年９月 23 日（木・祝）

参加：21 名

会場：石川県国際交流センター 大研究室
（高校進学説明会）

③ 外国人市民向け生活情報誌
「あなたも金沢市民～金沢生活ガイド～」

外国人住民の視点で日常生活に役立つ情報を中心に
した外国語のガイドブックを作成する。
英語版：1300 部、中国語版：1300 部、
韓国語版：500 部、インドネシア語版 350 部、
ポルトガル語版 PDF のみ、
ベトナム語：1,300 部（新規）
④ 外国人母子通訳ボランティア派遣事業
（ベトナム語版生活情報誌）

・金沢市福祉健康センター「乳幼児健診」への通訳派遣
実施回数：19 回
派遣ボランティア：11 名
・スキルアップ研修開催
第 1 回 母子保健に関する基礎知識
日程：令和３年 10 月１日(金)

参加：14 名

会場：石川県国際交流センター 大研修室
講師：山﨑美桜氏（元町福祉健康センター保健師）
第 2 回：母子保健の通訳演習（オンライン）
日程：令和４年２月 23 日(水・祝)
（母子通訳ボランティアスキルアップ研修）

参加：11 名

講師：高嶋愛里氏(多文化共生ｾﾝﾀｰ医療通訳ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)

（２）留学生支援事業 【決算】118 千円

① 新規留学生の生活ガイダンス
大学へ出向き、新規留学生に国民健康保険制度・ゴミ
出しマナー・防災対策等を説明する。
令和３年度は、コロナの影響により、新規留学生向け
の入学オリエンテーションが中止となったため、大学事
務局へ電子データ資料を提供し、大学経由で留学生に情
報を提供した。

（生活ガイダンスデータ）

②

留学生のための金沢文化体験イベント
主に新規留学生を対象に、金沢のまちに対する理解と

愛着を深めてもらうため、金沢の歴史や文化に親しめる
様々な体験機会を提供する。
・第 1 回 令和３年 11 月 20 日（土）

参加：10 名

内容：尾山神社・長町武家屋敷跡散策
治部煮作り体験
・第 2 回 令和４年３月 19 日（土）
（治部煮作り体験）

参加：15 名

内容：お寺で座禅体験
九谷焼の絵付け体験

③ 留学生とホストファミリーのオンライン交流会
コロナの影響で自宅での交流ができないホストファ
ミリーと留学生に対して、オンライン交流会を開催。
日程：令和３年７月 25 日（日）
参加：留学生 4 名、ホストファミリー4 家庭
④ 技能実習生向け共生事業
（留学生とホストファミリーのオンライン交流）

近年増加している技能実習生を対象に、生活に必要な
情報や金沢の伝統文化を体験できる機会を提供。
・生活ガイダンス
日程：令和３年８月４日（水）
場所：株式会社アイデン
参加：ベトナム人実習生８名
内容：防災、自転車運転のルール、急病や怪我など緊
急時の対応等
・金沢文化体験プログラム
日程：令和３年 11 月 27 日（土）
参加：ベトナム人実習生４名

（技能実習生向け生活ガイダンス）

内容：和菓子作り、加賀友禅ハンカチ染め体験

３．団体等活動支援事業【決算】646 千円
（１）連携推進事業

① 民間国際交流団体活動支援助成
【決算】556 千円

国際交流関係団体連絡会加盟団体の活動に対して
助成金を交付する。
助成額：助成対象経費の 1/2 以内
（年間上限 100 千円）
助成実績：石川県タイ友好協会等
計２件 計 28 千円
② 民間国際交流団体の活動への後援
民間団体が実施する市民を対象とする国際交流活動
に対して後援する。

（オンラインでの箔貼り体験）

後援実績：石川日韓友の会カナダラくらぶ等
計６件
③ 姉妹都市サポーターズクラブ連携特使交流事業（オンライン）
日程：令和４年２月 19 日（土）
参加：８名（ゲント市３名、蘇州市５名）
内容：姉妹都市の金沢サポーターズクラブと連携し、
メンバーが座禅・ハガキの箔貼り体験を行うと
ともに、金沢市内の大学生との交流事業も実施
④ 北陸都市国際交流連絡会総会・研修会（オンライン）
日程：令和３年７月２日（金）

（北陸都市国際交流連絡会研修会）

参加：12 都市 11 協会から 44 名
講師：菊池哲佳氏（公益財団法人仙台観光国際協会）
内容：ウィズコロナにおける外国人への情報伝達方法

（２）ボランティア等育成事業
【決算】90 千円

① ボランティアへの研修の充実
・日本語ボランティア研修（オンライン）
～外国にルーツを持つ子どもの日本語サポート～
第１回 令和３年８月９日（月・祝）参加：29 名
講師：深澤のぞみ氏（金沢大学教授）
内容：外国につながる子どもの現状と課題の講演
第２回 令和３年８月 11 日（水）

参加：21 名

講師：石川県日本語講師会（石川県国際交流協会）
内容：子どもの日本語学習テキストの紹介
（日本語ボランティア研修）

② 国際的人材の育成
国際的人材育成のため、財団職員を講師として派遣
金沢ボランティア大学校（国際交流コース） 3 件
金沢大学（国際学類・地域概論）

1件

お茶の水女子大学（地域研究実習）

1件

４．情報サービス事業【決算】5,998 千円
（１）情報収集提供事業
【決算】5,775 千円

① 「ＫＩＥＦニュース」の発行（9 月、3 月）
第 88、89 号（日英各 1,000 部発行）
② ホームページ、フェイスブック等による情報提供
http://wwww.kief.jp/
内容：財団の事業のお知らせ
他の国際交流団体の事業のお知らせ
③ 「ＫＩＥＦひろば」でのボランティア活動
ボランティアによる子どもの日本語学習支援活動
期間：令和３年９月８日～令和４年３月 28 日
対象：３名（支援ボランティア５名）

（ＫＩＥＦひろばでの日本語学習支援活動）

（２）本町交流スクエア事業
【決算】223 千円

回数：３０回（９０分/回）

① 『外国人フォトコンテスト
～金沢はステキな場所・人・モノにあふれている～』
在住外国人の視点から金沢のまちの魅力を再発見
するため、在住外国人の方から、
「金沢で故郷を思い
出す場所」や「金沢の暮らしを支える人」など、
「金
沢でお気に入りの場所・人・モノ」をテーマに写真作
品を募集し、作品展を開催するとともに、優秀作品を
表彰するもので、今回初めて開催。
・応募作品展
（1） 日程：令和３年 10 月９日（土）～10 日（日）

（外国人フォトコンテスト応募作品展）

会場：金沢市役所第一本庁舎エントランス
（2） 日程：同年 10 月 16 日（土）～10 月 31 日（日）
会場：リファーレ２階
・表彰式及び座談会
日程：令和３年 11 月 21 日（日）
内容：応募作品 50 点のうち、作品展に来場された
市民の投票数の高かったものから、最優秀賞
１名、優秀賞１名、入賞３名を決定し、受賞
者へ賞状の贈呈及び座談会を開催。

（外国人フォトコンテスト表彰式）

② 国際交流関係団体パネル展
・高峰譲吉と渋沢栄一パネル展
日程：令和３年９月 11 日（土）～10 月 11 日（月）
主催：高峰譲吉博士ゆかりの会
・児童が作成した工芸パンフレットの作品展
日程：令和３年 11 月 2 日（火）～30 日（火）
主催：金沢市立千坂小学校
・多文化が共生する県民フェスタパネル展
日程： 令和４年 2 月 11（金）～20（日）

（高峰譲吉と渋沢栄一パネル展）

主催：石川県国際交流協会
・日系人のレシピパネル展
日程：令和４年２月 21（月）～3 月 14 日（月）
主催：石川県国際交流協会

『外国人フォトコンテスト～金沢はステキな場所・人・モノにあふれている～』
受賞作品

最優秀賞

「兼六園の雪吊り」
サンタナ・ルーカス（ブラジル出身）
各季節違う表情を見せてくれる兼六園をたまに見に行ったりしますが、自分的に一番印象的なの
は冬の兼六園です。その中でも金沢っぽくて、自分の目を惹くのは雪吊りです。2020 年 11 月 22
日にライトアップあって、友達と一緒に見に行った時、やはり雪吊りが綺麗な飾りで、そのうえに水に
反射している姿を見て、2 倍気に入ったので、この写真を撮りました。

（投票者のコメント）
プロでも撮れない素敵な写真です。兼六園を愛しているんですね / Reflection is beautiful. I love it /
26 年間金沢に住んでいますが、こんなに美しい兼六園を見たことがありません。素晴らしかったです /
ポストカードにしたいくらいきれいな写真でした。素晴らしい！！ / 金沢の夜の凛とした空気感まで伝
わってくるようです / 鏡のように映った雪吊りの美しさに思わず息をのみました

優秀賞

「金沢大学にある幸運の桜と夕焼け」
アフィファー マヤ イクナニングルム（インドネシア出身）
2020 年の春の日、一日中研究した後に写真を撮るために金大を回りました。体育館のそばでこ
の綺麗な風景を見かけました。桜と日差し、階段の組み合わせが静穏を感じさせます。恵まれて幸運
だなぁと思いました。日本で勉強する機会があって、ここで新いことを体験して本当に幸運です。将
来にもこの写真さえ見れば、金沢に住んでいる時期をすぐ思い出せます。この景色を分かち合った
上で、金沢市の中に色々な秘密が隠れていることも皆さんに伝えたかったんです。金沢市の冒険を
楽しんでください！

（投票者のコメント）
perfect balance and light / 夕焼けにほんのりそまる階段を使った構図が作る立体感と、桜の美しさが
とても印象的でした！研究頑張って！ / 普段行き慣れている場所が特別な場所に見えて感動しました
/ こんなにキレイな場所が金大にあるなんて！とびっくり！ / 何気なく当然と思われていた風景の中
に「日本」を浮かび上がらせたアイデアが素敵 / 穏やかな気持ちになる写真でした

入賞

「コロナ禍の田舎での結婚写真」
ローレンス・イアン（アメリカ出身）
金沢で出会った私のお気に入りは、最愛の妻です。結婚の記念撮影は、昔ながらの風情のある金
沢長町武家屋敷でするつもりでしたが、コロナ禍だったので、金沢市近郊の田舎の風景がきれいな
友達の家で写真を撮りました。私たちは、日本の着物を着たことがなかったので、最高の思い出にな
りました。着物姿の妻はとても美しくて、みんなに自慢したいほどでした。金沢での思い出をこれか
らも二人でたくさん作りたいです。

（投票者のコメント）
男女の幸福そうな表情がとても良い / congratulation on your wedding! / 着物を着て笑い合ってい
るお二人がとてもすてきで、きれいだと思った。これからも幸せに笑い合っていてほしい / 若いご夫婦
どうぞこの先、長い人生お幸せに！応援しています。

入賞

「不思議な波」
ラジバハク・ロジャン（ネパール出身）
ネパールには海がないので、私は大きい波を見たことがありませんでした。今年の夏休みに友達
と先輩と海へ行く計画を立てました。海に着く途中で天気が変わって、台風が近づいてきていると
知りました。海岸へ着くと、海にはたくさんの大きい波が出ていて私たちは楽しんで見ていました。
そして、どんどん波は大きくなりました。８時ごろ月も出て、風も早い速度で吹いて、波の一つがとて
も高くなって海岸がぬれてしまいました。その波で魚も海岸に飛んで来て地面に落ちました。この波
は「不思議な波」だと思いました。あの波は、僕達のために「不思議な波」になったと思っています。台
風が近付いてきていた夏の日の一枚。海のないネパール出身で、初めてみた大きな波。あの波は、僕
たちのために「不思議な波」になったと思っています。

（投票者のコメント）
力強さと驚きと新しい体験でワクワクする気持ちが伝わってきます。
私も見てみたい / 激しい、
魅力的、
波の接近がすごい。でも引き込まれる / 荒々しく躍動感あふれる様は、自然の力強さを感じました。日
本海ならではの情景に思います。

入賞

「こころに咲く故郷」
ズンメーウー（ミャンマー出身）
金沢市で技能実習生として働いていた職場の近くにある犀川とさくらの景色がとても綺麗でした。
舞い散る花びらを肌で感じながら桜と同様に、故郷ミャンマーのシンボルのようなパダッウという
花を心に想い描いて写真を撮りました。

（投票者のコメント）
遠く日本、金沢に来て満開の桜を見て故郷に想いをはせている姿が強く印象に残りました。
「がんばれ」
とエールを送りたくなる写真です / １枚の写真から故郷を想う気持ちが伝わりました / 見ているこち
らにも心地よい風が感じられるようです

