
１．令和２年度事業報告 

 

 

組織図 

【評議員会】評議員 ５名 

 

【理 事 会】理 事 11名 

 理 事 長      執行理事兼      金沢市派遣１名 

   １名        事務局長 

             １名        金沢市会計年度任用職員１名（外国人国際交流員） 

 

                      プロパー ２名 

           理   事 

             ９名        嘱  託 １名（事業推進コーディネーター） 

 

                      嘱  託 １名（事務職員） 

 

【監  事】監 事 ２名 

 

【ボランティア】                    （令和 3年 3月 31日現在登録者数） 

通訳 日本語 文化紹介 
ホームステイ・ 

ホームビジット 
イベント運営 

53 名 39 名 40 名 32 名 61 名 

 

事業概要 

 １．国際理解事業           a  2,625 千円 

   （１）国際交流まつり事業     a  2,333 千円 

   （２）世界の文化紹介事業          a    214 千円 

   （３）国際交流員活動サポート事業 a      78 千円 

 

 ２．多文化共生事業    2,233千円 

   （１）多文化共生まちづくり事業  2,131千円 

   （２）留学生支援事業  a  102 千円 

 

 ３．団体等活動支援事業      670 千円 

   （１）連携推進事業      608 千円 

   （２）ボランティア等育成事業   a   62 千円 

 

 ４．情報サービス事業   a 5,543 千円 

   （１）情報収集提供事業  a 5,543 千円 

   （２）本町交流スクエア事業   a    0 千円 



１．国際理解事業【決算】2,625 千円          ※以降、赤字はコロナ対応策等 

 

（１）国際交流まつり事業 

【決算】2,333千円 

 

 

 

 

 

 

① かなざわ国際交流まつり 2020 

 

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 2年 10月 10日(土)～11日(日)  

・会場：金沢市庁舎前広場 

・参加：27 団体（ブース設置）、9団体（ステージ参加） 

・共催：金沢市 

・来場者数：12,000人 

・内容： 

「ワールドステージ」ベリーダンス、アンクルン演奏、 

   ＨｕＬａ、台湾古典ダンス、二胡演奏 など 

「ワールドバザール」世界の雑貨販売、 

世界のコーヒー試飲 など 

「体験コーナー」国際交流員とあそぼう！(ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ) 

   金沢ミライシナリオを知ろう!(クイズ) など 

「パネル展」世界各国の紹介、国際交流団体の紹介、 

   ＳＤＧｓの紹介 など 

・おもな感染拡大防止策： 

「ワールドステージ」での歌唱の見合わせ 

「ワールドグルメコーナー」の開設見合わせ 

  （飲み物は「ワールドバザール」で販売） 

「体験コーナー」では参加者リストを作成 

テントはクリアシートを付け間隔をあけて設置 

 会場内に消毒液・感染防止啓発看板を設置 

 来場者にマスク着用を要請 

 全スタッフの体調調査を毎日実施 

 

（２）世界の文化紹介事業 

【決算】214千円 

 

 

① グローバルキッズ育成セミナー 

※オンラインに切り替えて実施 

将来のグローバル人材育成を目指し、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（全 6回） 

・対象：小学校 4～6 年生 延べ 23名 

・内容：①自己紹介 ②出身地の概要 ③日本との比較 

④学校生活 ⑤クイズ ⑥質疑応答 など 

 

第 1回 令和 2年 8月 19日（水）11:00～ 

講師：ザナタン・ナヤマ氏（バングラディシュ） 

第 2回 令和 2年 8月 19日（水）14:00～ 

講師：ロ・ミョウ（中国） 



 

 

 

 

 

 

 

 

（タイカレー） 

 

 

（英語でChat） 

 

 
（中国オンラインツアー） 

 

第 3回 令和 2年 8月 20日（木）11:00～ 

講師：西本ウィン（台湾） 

第 4回 令和 2年 8月 20日（木）14:00～ 

講師：ナディラ・イクバル・カルミ（インド） 

第 5回 令和 2年 8月 24日（月）11:00～ 

講師：ナザム・アリ（パキスタン） 

第 6回 令和 2年 8月 24日（月）14:00～ 

講師：ニクラシ・クラトゥンガ（スリランカ） 

 

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。 

 

・ワールドクッキング教室  

～タイカレー～ 

日程：令和 3年 2月 26日（金） 

会場：近江町ふれあい館キッチンスタジオ 

講師：合田ユイ（タイ出身） 

内容：マッサマンカレー（鶏肉とじゃがいも）、ア

ーチャート（タイ野菜の酢漬け）の調理体験 

参加：11名 

 

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。 

 

・第 1 回 オンライン講座① 

～国際交流員と英語で Chatしよう！～ 

  日程：令和 2年 6月 25 日（木） 

講師：ロスマン・ヘイリー国際交流員 

内容：コロナ禍での生活や英語の勉強方法などにつ

いて英語で会話を楽しむ 

参加：6名 

 

・第 2 回 オンライン講座② 

～中国蘇州・西安オンラインツアー～ 

    日程：令和 2年 9月 30 日（水） 

講師：田玲国際交流員 

内容：有名な観光スポットや中国料理などについて

ガイドを聞きながらツアー体験を行う 

参加：12名 



 

（ベルギークリスマスクッキング） 

 

 

（韓国ごちそう料理講座） 

 

 

（学校訪問） 

 

 

（オンライン学校訪問） 

 

・第 3 回 ワールドクッキング教室① 

～親子でベルギー・クリスマス 

クッキング！～ 

  日程：令和 2年 12月 19 日（土） 

会場：近江町ふれあい館キッチンスタジオ 

講師：ヴェレルン・ラーニ国際交流員 

内容：ミートボールトマトソース煮込み、ベイクド

ポテト、ベルギーバニラプリンの調理体験 

参加：11名 

 

・第 4 回 ワールドクッキング教室② 

      ～韓国ごちそう料理講座～ 

日程：令和 3年 3月 10日（水） 

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：スユック（韓国式蒸し豚）、チンミチェ（さ

きいか甘辛和え）、わかめスープの調理体験 

参加：12名 

 

④ 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。 

派遣先：小中学校（伏見台小学校、十一屋小学校、

木曳野小学校など）計 4件 

  うち 1件、 

※「オンライン学校訪問」（城南中学校）を実施 

 

⑤ 金沢文化体験プログラム（再掲） 

 

・第 1 回 令和 2年 12月 5 日（土） 参加： 7 名 

・第 2 回  令和 3年 1月 17 日（日） 参加：14名 

 

（３）国際交流員活動サポート事業 

【決算】78千円 

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

する日本語研修や通訳・翻訳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】2,233千円 

（１）多文化共生まちづくり事業 

【決算】2,131千円 

 

 

 

 

 

① 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

いる保護者に対する日本語学習を支援。 

開催回数：235回  

活動ボランティア：11名、受講者：14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 

外国人の生徒やその保護者を対象として、高校進学

の仕組みや進路に関する相談に対応する。 

※一堂に会する“相談会”の開催を見合わせ、個別の

相談対応に切り替えて実施。 

会場：KIEFひろば 

相談者：2組（5名） 

② 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～」の発行 

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版のみ 

併せて、ホームページにも掲載。 

③ (新)乳幼児検診・赤ちゃん訪問言語サポーター育成事業 

・通訳ボランティア育成セミナーの開催（全 3 回） 

外国人住民が市で実施する乳幼児健診や赤ちゃん

訪問を受診する際に派遣する通訳ボランティアを育成

するための講座を開催する。 

参加者：33名（うち、24名がボランティアに登録） 

第 1回：令和 2年 8月 22日(土) 

講師：中村安秀氏（甲南女子大学 教授） 

第 2回：令和 2年 9月 5 日(土) 

講師：二見茜氏（東京医科歯科大学付属病院 助教） 

第 3回：令和 2年 9月 12日(土) 

講師：林利樹（大阪府国際交流財団 国際交流員） 

・実地研修 

通訳者である国際交流員に同行し、各福祉保健センタ

ーで通訳の仕方や注意点などについて学ぶ。 

※以下、コロナの影響により中止 

④ 地域における多文化共生まちづくりに向けた活動 

・まちの日本語教室の開催〔大桑地区〕 

・「せかいのおともだちをつくろう」の開催〔田上地区〕 



（２）留学生支援事業 【決算】102千円  

 
（生活ガイダンスデータ） 

 
（笹寿しづくり体験） 

 

（金箔貼り体験） 

 

（お座敷遊び体験） 

 

（友禅染め体験） 

 

① 新規留学生の生活ガイダンス 

 

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。 

※大学において留学生を集めたオリエンテーションが

中止になったため、大学事務局に資料の電子データ

を提供 

 

② 金沢文化体験プログラム 

 

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

機会を提供する。 

 

・第 1 回 令和 2年 12月 5 日（土） 

参加：7名 

内容：笹寿しづくり体験 

   金箔貼り体験 

 

・第 2 回 令和 3年 1月 17 日（日）  

参加：14名 

内容：金沢芸妓の踊りと太鼓の鑑賞とお座敷遊

び体験 

加賀友禅染め体験 

 

 

 

※以下、コロナの影響により中止 

③ 金沢暮らし入門（ホームビジット・ホームステイ） 

 

 

 

 



３．団体等活動支援事業【決算】670円 

（１）連携推進事業 

【決算】608千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（姉妹都市特使交流 茶道体験） 

 

 

（姉妹都市特使交流 水引体験） 

 

 
（姉妹都市 学生交流） 

 

① 民間国際交流団体活動支援助成 

 

国際交流関係団体連絡会加盟団体の活動に対して

助成金を交付しサポートする。 

・助成額：助成対象経費の 1/2以内（年間上限 10万円） 

・助成実績： 

石川EU協会 

  講演会「ヨーロッパ統合と戦後イギリス外交」 

石川日韓友の会カナダラくらぶ 

   韓国語スピーチフェスティバル ほか 

 計 4 件  計 80千円 

 

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。 

・後援実績： 

日本模擬国連関西事務局北陸支部 

「第 26回模擬国連会議北陸大会」 

ヒッポファミリークラブ 

講演会「育てよう。コミュニケーション力」 

石川県タイ友好協会 

  タイ料理教室 ほか        計 7 件 

 

③ 姉妹都市サポーターズクラブ特使交流事業 

※オンラインに切り替えて実施 

 

姉妹都市サポーターズクラブとの関係強化を目的

に、オンラインによる茶道・水引体験を行うととも

に、金沢市内の高校生・大学生との交流事業も実施。 

日程：令和 3年 2月 20日（土） 

参加：14名（ゲント市 2名、蘇州市 3名、 

ポルトアレグレ市 9 名） 

 

※以下２件、コロナの影響により中止 

④ 国際交流関係団体連絡会 

⑤ 北陸都市国際交流連絡会総会・研修会（富山市） 

 



（２）ボランティア等育成事業 

【決算】62千円 

 
（金沢ボランティア大学校での講義） 

 

① 国際的人材の育成 

 

国際的人材育成のため、大学や団体等で実施される

国際理解講座等に当財団の職員を講師として派遣す

る。 

・派遣実績： 

金沢ボランティア大学校（国際交流コース） 3件 

金沢大学（共通教育機構・国際学類）    1件 

金沢市社会福祉協議会           1件 

 

※以下、コロナの影響により中止 

② 国際交流ボランティアへの参画促進 

・新規ボランティア募集説明会 

・日本語ボランティア研修会 

・金沢港へのクルーズ船寄港時の通訳ボランティア派遣 

 



４．情報サービス事業【決算】5,543 千円 

 

（１）情報収集提供事業 

【決算】5,543千円 

 

 

 

 

① 「ＫＩＥＦひろば」を活用した情報提供 

 

・閲覧、貸出用図書、雑誌の購入       49 冊 

・図書等貸出実績           25件 

・民間交流団体等の情報・ポスター掲示  50 件 

・相談による各種情報の提供       43 件 

 

② 「ＫＩＥＦニュース」の発行（３月） 

 

・第 87 号（日英各 1,000部発行） 

 

③ 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 

    コロナ関連情報（行政からの情報、緊急事態宣

言の内容、学校・保育所等の対応等）提供 

 

 

 

 

（２）本町交流スクエア事業 

【決算】0千円 

 

 

 

 

 

 

①ベトナム児童絵画コンクール及び活動報告パネル展 

 

・日程：令和 3年 2月 13日（土） 

～2月 25日（木） 

・主催：北陸ベトナム友好協会 

・内容：ベトナムの子どもたちが描いたまちの風景など

の絵画と、協会の活動のあゆみを掲載したパネ

ルの展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


