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左側インドネシア語版、右側ベンガル語版

お知らせ
国際交流団体活動予定国際交流団体活動予定

　金沢国際交流財団では、2011年３月11日の東日本大震災以降、金沢市に暮らす外国人市民の

みなさんにも、災害時に迅速に行動し、情報収集が出来るように「やさしい日本語」をベースにし

た「外国人市民のための防災ハンドブック」（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語の対訳付き）

を作成し、毎年更新しながら外国人市民のみなさまへの配布に努めております。この度、新たに、

インドネシア語とベンガル語対訳版を作成しました。ご入用の方は、当財団までお越しいただき

ましたらお渡しいたします。また、同内容を当財団のホームページでも掲載しておりますので、

ぜひご活用ください。

外国人市民のための防災ハンドブック ～インドネシア語版、ベンガル語版～ 発行

　近年、金沢港には多数のクルーズ船が寄港し、当財団では、イン

フォメーションでの外国人乗客の対応や観光案内でご協力をさせて

いただいたことを受け、石川県知事より感謝状をいただきました。

これもひとえに、何度も金沢港まで足を運んでくださった通訳ボラ

ンティアのみなさんのおかげです。本当にありがとうございました。

この活動にご関心のある方は、当財団の通訳ボランティアにご登録

ください。

金沢港クルーズにおける外国語対応ボランティア協力で感謝状授与

日　時：６月14日（日）
場　所：未定

（公財）AFS日本協会  金沢支部
●留学説明会・68期選考試験

日　時：６月21日（日）受付 13：30～
場　所：石川県庁  19階展示フロア

石川インド協会
●第6回 国際ヨガの日ｉｎ石川

内　容：第１部　指ヨガ「指と内臓の関係」
　　　　第２部　アシュタンヨガ「インドからの教え」
参加費：無料（予約不要）
持ち物：動きやすい服装とヨガマット（あれば）
問合せ：井上道代　
　　　　TEL  090-7745-5206
　　　　E-mail  rem.7309150@gmail.com

内　容：４、５月に高校生留学の説明会を実施
 （経験者の体験談等）
 詳細は、AFS日本協会のHP、Facebookで告知予定
問合せ：AFS日本協会  金沢支部　森下千恵子
　　　　TEL  090-2127-2759
　　　　E-mail  c-morishita@afs.or.jp

日  時：５月31日（日）13：00～
場  所：KKRホテル金沢

金沢国際囲碁交流協会
●金沢国際囲碁交流協会  総会

内　容：総会、囲碁大会、懇親会など
問合せ：事務局　小林邦夫
 TEL  076-263-8334
 FAX  076-263-8389

石川インターヒューマンネットワーク
●百万石踊り流し

内　容：金沢百万石祭りの夕方に外国人メンバーと
　　　　百万石踊り流しに参加します。
問合せ：石川国際交流ラウンジ　鈴木、助田
　　　　TEL  076-221-9901　 E-mail  iilounge@spacelan.ne.jp

日　時：６月６日（土）
　　　　10：00～16：00
場　所：南町～片町間、
　　　　香林坊～しいのき迎賓館のメーンストリート
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　戦禍を免れたことにより様々な
時代の建築が遺る金沢の街。街を
歩き歴史を感じてもらいました。
東茶屋街、長町武家屋敷ではKIEF
ボランティアの竹内さんにガイド
していただき、研修生たちは興味
深く聞き入っていました。周さんは「江戸時代にタイムスリップ
したみたい。不思議な気持ち」とその時代に思いを馳せていました。

　現代の金沢の顔、21世紀美術館
も彼らのお気に入りとなりました♪
有名作品「雲を測る男」の作者ヤ
ン・ファーブルはベルギー出身と
いうことで、ベルギー出身のヨル
ゲンさんが嬉しそうに写真に収め
ていました。異国の地でふるさとの偉人に出会い誇らしい気持
ちになったようです。

　毎日の食事をとても楽しんでい
た、グルメな研修生たち。金沢の
食をたっぷりと味わった後は作る
ことにも挑戦！和菓子作り、加賀
野菜の天ぷら・郷土料理治部煮作
りを体験しました。料理が趣味な
トリスタンさんは「先生、すみません！」と何度も熱心に質問
していました。

　自分で選んだ着物を着て、ウキ
ウキと向かった先は国際交流ラウ
ンジ。琴の演奏を体験しました。
先生の丁寧なご指導により、１時間
の練習で見事「さくらさくら」が
弾けるように！みんな琴の美しい
音色に魅了されていました。ルアナさんは憧れていた着物が着
られて１日中満面の笑みで過ごしました。

　KIEFボランティアのご家庭にご
協力いただき、金沢の一般家庭で
の生活を２泊３日で体験しました。
お子さんと凧揚げをしたり、温泉
に連れて行ってもらったり…。そ
れぞれ素敵な思い出ができたよう
です。ホームステイ終了後、「楽しかった！」と満面の笑みで帰
ってきた研修生たちの姿が印象的でした。

　同世代の若者たちとも交流しま
した。北陸大学のみなさんが用意
して下さった福笑い、書道体験、
たこ焼きパーティなどで大盛り上
がり！すっかり打ち解けて、１対１
で話し込む姿も。最後には連絡先
を交換し、別れを惜しんでいました。金沢に同世代の友人がで
きかけがえのない想い出になったようです。

　金沢市姉妹都市交流事業の一環で行われる短期研修プログラムも５年目を迎え、今年も
金沢に興味のある若者４人に来ていただきました。
　バッファロー市（アメリカ）からトリスタンさん、ポルトアレグレ市（ブラジル）からル
アナさん、蘇州市（中国）から周さん、ゲント市（ベルギー）からヨルゲンさんの４名です。
　２週間の研修では伝統文化の体験、史跡やまちなみを見学し金沢について学び、また北
陸大学の訪問、ホームステイなどを通じて金沢市民との交流も行いました。
　プログラム終了後「金沢市国際交流特使」として市長に任命された彼らは、ＳＮＳや各国
のイベントを通じ世界に向けて金沢の魅力を発信してくれます。
　彼らの街で、金沢に興味を持ってくれる人が少しでも増えますように！
　以下、研修の一部をご紹介します！

～ 金沢市国際交流特使養成  短期研修事業 ～
姉妹都市からの研修生４名が金沢を学ぶ！

金沢の歴史に触れる 現代建築

料理体験 着物・琴の演奏体験

ホームステイ 学生交流 in 北陸大学
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　金沢では、祭りや婚礼などの“ハレ”の日に、押し寿司を作る

習わしがあります。四角い木の箱型に仕切りながら作られる押し

寿司は、材料や作り方に大差はありませんが、それぞれの地域や

家庭の味というものがあります。また、全国の生産量99%を誇る

金沢の金箔は、工芸材料として仏壇・仏具、水引や漆器の沈金や

蒔絵などに使われています。当日は、金箔を使った銘々皿を各々

作り、自分だけの工芸品づくりに真剣に取り組んでいました。

留学生支援事業 国際交流員事業 

　当財団では、市内の各小中学校での総合的な学習の時間における国際理解に関する授業の際や、国際理解に関する事業の実施を

企画される地域の団体に対し、現在、アメリカ、ベルギー、韓国、中国からの４名の国際交流員を講師として派遣しています。国

際交流員のみなさんは日本語のレベルが高いので、語学が出来ないから申し込みできないと心配する必要はございません。学校関

係は、市役所の学校指導課経由で要望を受け付けております。生徒たちは毎回、当日講師を迎え入れる前に、事前学習として姉妹

都市や国際交流員の国や文化について調べているので、積極的に講師の説明を聞くことができるようです。また、国際交流員から

直接話を聞くことで、自分が住んでいる金沢と比べながら、世界のことだけでなく郷土のことに、より関心を持てるようになって

いるとのことです。

国際交流員派遣事業

　当財団では、毎年２回（春と秋ごろ）市内在住の留学生に向けて、ホームビジットプログラム（宿泊を伴わない数時間滞在の交流

プログラム）を実施しています。今年度は、第１回を６月22日に、第２回を11月17日に実施しました。

　会を重ねるごとに、たくさんの留学生からお申込みがあり、毎回好評をいただいております。日頃はアパート（や寮）と大学の行

き来きで、「日本の生活に慣れても、外国人留学生と住んでいるため、地元の日本人家庭と出会い交流する機会がない」、「せっかく

日本にいるチャンスを活かして日本で友達を作りたい」、「地元の日常生活を体験したい」と、お申込みされる方が多いです。ホス

トファミリー側も、このホームビジット体験をきっかけに、マッチングした留学生ゲストと彼らが帰国するまでに、末永い交流を

続けている家庭もあります。

　留学生からの申込みが多いのに、ホストファミリーの応募が少なくて、泣く泣くキャンセルすることもございます。ぜひご興味の

ある方は、当財団のホストファミリーにご登録いただき、留学生との交流をご家族でお楽しみください。

留学生金沢暮らし入門～ホームビジット体験～

留学生のための金沢文化体験イベント

７/13（土）　「金沢の伝統芸能『能楽』を学んで観賞しよう」

11/９（土）　「和菓子作り・茶道体験」

押し寿司と加賀野菜の天ぷら

和菓子作り

　金沢の伝統芸能の一つである「能楽」は、約600年の歴史を持

ち、神様や幽霊を主人公等にする演目が多いのが特徴です。最初

に、金沢能楽美術館で学芸員の方より、「能」の歴史や能舞台で使

用される楽器や能面について説明を受けました。そして、留学生

は実際に能面をつけ、能の簡単な基本動作を教えてもらいまし

た。その後、石川県立能楽堂にて、狂言「狐塚」と能「蝉丸」を鑑

賞し、理解を深めました。 能面体験 泣く姿

　京都や島根県の松江と並んで、金沢は全国的にも知られている

和菓子どころです。その三つの土地に共通しているのは、古くか

ら茶の湯の文化が発達していた場所だということです。今回は、

金沢で約130年和菓子屋を営んでいる越山甘清堂で、和菓子作り

体験を行いました。その後、松声庵という大正時代からある茶室

に移動し、自分の作った和菓子を主菓子に飲み方の作法を教わ

り、趣のある雰囲気での茶道を楽しみました。 茶道体験

箔貼り体験

ホストファミリーと一緒にたこやきづくり 浴衣着用体験 ホストファミリー宅で手巻き寿司作り

文化紹介事業

新国際交流員の紹介

２/13（木）　「バレンタインにベルギーチョコを作ろう！」

●ベルギー出身　ヴェレルン・ラーニさんからのメッセージ

２/19（水）　「元肖団子を作って春節をお祝いしよう！」

　ベルギー出身の金沢市国際交流員のヴェレルン・ラーニさんが講師とな

り、バレンタインの時期に合わせて、チョコレートの国とも言われる本場の

ベルギーチョコレートを作りました。今回は、日本のチョコレートや食材を

使って、ベルギーが発祥の「プラリネ」の作り方を教えてもらいました。チ

ョコレートを溶かすための温度調整（テンパリング）に四苦八苦しながら

も、参加者は改めてチョコレート作りの奥深さと美味しさに満足されていた

ようでした。

　中国出身の金沢市国際交流員田玲さんが講師となり、中国の春節の時期に

合わせて、春節の最後の日である元宵節（げんしょうせつ）に食べられる

「元宵団子（げんしょうだんご）」を作りました。今回は中身を黒ごま餡と

小豆餡の２種類を作りましたが、とても簡単に作れて、生地はとてもモチモ

チして美味しかったようです。田さんから中国での春節の過ごし方なども聞

いて、春節の雰囲気を楽しく味わうことができました。

Hallo iedereen!（皆さん、こんにちは！）

　初めまして。ベルギー国際交流員のラーニと申します。私はベルギーのアントワープ市出身で、ルーヴァン

大学の日本学研究科を卒業して日本に来ました。子供の頃から言語はとても不思議なモノだと感じて、学びた

かったからです。趣味はバレエ、運動競技や水泳などのスポーツからギターやピアノ等の音楽まで様々です。

さらに、大学時代の専門は日本学と副専門は日本の文化・歴史だったので、今は何よりも日本語の美しさと日

本の伝統文化に興味を持っています。人は他の文化を調べることによって、自分の文化だけではなく、自分自

身に関する理解まで深くなると信じています。

　現在、この日本の中で、どこよりも日本文化を守っていて大事にしている金沢で、自分の日本語能力を上達させながら、日本文

化についてもっと詳しくなり、さらに自分の文化も改めて発見したいと思います。みなさんとも互いの文化について学びながら、

周りにある世界を一緒に発見できることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします！

１/18（土）　「押し寿司作り・箔貼り体験」

アメリカの国際交流員 ベルギーの国際交流員 韓国の国際交流員 中国の国際交流員
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に移動し、自分の作った和菓子を主菓子に飲み方の作法を教わ

り、趣のある雰囲気での茶道を楽しみました。 茶道体験

箔貼り体験

ホストファミリーと一緒にたこやきづくり 浴衣着用体験 ホストファミリー宅で手巻き寿司作り

文化紹介事業

新国際交流員の紹介

２/13（木）　「バレンタインにベルギーチョコを作ろう！」

●ベルギー出身　ヴェレルン・ラーニさんからのメッセージ

２/19（水）　「元肖団子を作って春節をお祝いしよう！」

　ベルギー出身の金沢市国際交流員のヴェレルン・ラーニさんが講師とな

り、バレンタインの時期に合わせて、チョコレートの国とも言われる本場の

ベルギーチョコレートを作りました。今回は、日本のチョコレートや食材を

使って、ベルギーが発祥の「プラリネ」の作り方を教えてもらいました。チ

ョコレートを溶かすための温度調整（テンパリング）に四苦八苦しながら

も、参加者は改めてチョコレート作りの奥深さと美味しさに満足されていた

ようでした。

　中国出身の金沢市国際交流員田玲さんが講師となり、中国の春節の時期に

合わせて、春節の最後の日である元宵節（げんしょうせつ）に食べられる

「元宵団子（げんしょうだんご）」を作りました。今回は中身を黒ごま餡と

小豆餡の２種類を作りましたが、とても簡単に作れて、生地はとてもモチモ

チして美味しかったようです。田さんから中国での春節の過ごし方なども聞

いて、春節の雰囲気を楽しく味わうことができました。

Hallo iedereen!（皆さん、こんにちは！）

　初めまして。ベルギー国際交流員のラーニと申します。私はベルギーのアントワープ市出身で、ルーヴァン

大学の日本学研究科を卒業して日本に来ました。子供の頃から言語はとても不思議なモノだと感じて、学びた

かったからです。趣味はバレエ、運動競技や水泳などのスポーツからギターやピアノ等の音楽まで様々です。

さらに、大学時代の専門は日本学と副専門は日本の文化・歴史だったので、今は何よりも日本語の美しさと日

本の伝統文化に興味を持っています。人は他の文化を調べることによって、自分の文化だけではなく、自分自

身に関する理解まで深くなると信じています。

　現在、この日本の中で、どこよりも日本文化を守っていて大事にしている金沢で、自分の日本語能力を上達させながら、日本文

化についてもっと詳しくなり、さらに自分の文化も改めて発見したいと思います。みなさんとも互いの文化について学びながら、

周りにある世界を一緒に発見できることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします！

１/18（土）　「押し寿司作り・箔貼り体験」

アメリカの国際交流員 ベルギーの国際交流員 韓国の国際交流員 中国の国際交流員
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授与式 表彰状

左側インドネシア語版、右側ベンガル語版

お知らせ
国際交流団体活動予定国際交流団体活動予定

　金沢国際交流財団では、2011年３月11日の東日本大震災以降、金沢市に暮らす外国人市民の

みなさんにも、災害時に迅速に行動し、情報収集が出来るように「やさしい日本語」をベースにし

た「外国人市民のための防災ハンドブック」（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語の対訳付き）

を作成し、毎年更新しながら外国人市民のみなさまへの配布に努めております。この度、新たに、

インドネシア語とベンガル語対訳版を作成しました。ご入用の方は、当財団までお越しいただき

ましたらお渡しいたします。また、同内容を当財団のホームページでも掲載しておりますので、

ぜひご活用ください。

外国人市民のための防災ハンドブック ～インドネシア語版、ベンガル語版～ 発行

　近年、金沢港には多数のクルーズ船が寄港し、当財団では、イン

フォメーションでの外国人乗客の対応や観光案内でご協力をさせて

いただいたことを受け、石川県知事より感謝状をいただきました。

これもひとえに、何度も金沢港まで足を運んでくださった通訳ボラ

ンティアのみなさんのおかげです。本当にありがとうございました。

この活動にご関心のある方は、当財団の通訳ボランティアにご登録

ください。

金沢港クルーズにおける外国語対応ボランティア協力で感謝状授与

日　時：６月14日（日）
場　所：未定

（公財）AFS日本協会  金沢支部
●留学説明会・68期選考試験

日　時：６月21日（日）受付 13：30～
場　所：石川県庁  19階展示フロア

石川インド協会
●第6回 国際ヨガの日ｉｎ石川

内　容：第１部　指ヨガ「指と内臓の関係」
　　　　第２部　アシュタンヨガ「インドからの教え」
参加費：無料（予約不要）
持ち物：動きやすい服装とヨガマット（あれば）
問合せ：井上道代　
　　　　TEL  090-7745-5206
　　　　E-mail  rem.7309150@gmail.com

内　容：４、５月に高校生留学の説明会を実施
 （経験者の体験談等）
 詳細は、AFS日本協会のHP、Facebookで告知予定
問合せ：AFS日本協会  金沢支部　森下千恵子
　　　　TEL  090-2127-2759
　　　　E-mail  c-morishita@afs.or.jp

日  時：５月31日（日）13：00～
場  所：KKRホテル金沢

金沢国際囲碁交流協会
●金沢国際囲碁交流協会  総会

内　容：総会、囲碁大会、懇親会など
問合せ：事務局　小林邦夫
 TEL  076-263-8334
 FAX  076-263-8389

石川インターヒューマンネットワーク
●百万石踊り流し

内　容：金沢百万石祭りの夕方に外国人メンバーと
　　　　百万石踊り流しに参加します。
問合せ：石川国際交流ラウンジ　鈴木、助田
　　　　TEL  076-221-9901　 E-mail  iilounge@spacelan.ne.jp

日　時：６月６日（土）
　　　　10：00～16：00
場　所：南町～片町間、
　　　　香林坊～しいのき迎賓館のメーンストリート


