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２０１７年３月３１日発行（第２１号） 

公益社団法人ふくい市民国際交流協会 

〒910-0018 福井市田原１－１３－６ 

      フェニックスプラザ３階 

Tel.0776-97-5020 Fax.0776-97-5022 

E-mail fukuikokusai@fcia.jp 

ホームページ www.fcia.jp 

第２６回福井市ジュニア大使派遣事業 

 カリフォルニア州フラトン市派遣 
 

 ３月１７日（金）～２４日（金）６泊８日の日程で、 

福井市ジュニア大使１０名が、福井市の姉妹都市ア

メリカフラトン市を訪問し、親善交流しました。 

３月１８日（土） 

フラトン市に到着後、市内にある図書館、コミュニテ

ィセンター、ダウンタウン、フラトン市博物館などを

見学した後、昨年７月に来福したフラトン市ジュニア

大使と交流しました。 

 

 

 

 

 

 

３月１９日（日）～２０日（月） 

ホストファミリー宅ではステキなおもてなしを受け

楽しいひとときを過ごしました。 

３月２１日（火） 

フラトン市役所ダグ・チャフィー市長代理を表敬訪 

問後、警察署と消防署を見学。署員のみなさんが体格 

のいい人ばかりでビックリ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お昼からは、ラデラビスタ中学校を訪問し、福井市の素

晴らしさや中学校生活について、一生懸命英語で紹介しま

した。これを受け、同校の生徒から歓迎のゴスペルの披露

があり、同世代同士すぐに意気投合し交流が深まりまし

た。また各教室で行われていた授業も見学できて有意義で

した。 

 

 

 

 

 

この日は、フラトン市図書館で行われた交流ピザパーテ

ィーに参加しました。 

３月２２日（水） 

カリフォルニア州で一番古い教会（1776 年建立）「サ 

ンファン・カピストラノ ミッション」を見学しましたが、 

堂々たる存在感に圧倒されました。またこの日は数々のフ 

ェスティバルで知られるラグーナビーチを散策しました 

が、フェスティバルをしていなかったのは残念でした。 

３月２３日（木） 

 フラトン市最後の朝。別れを惜しみつつ市役所を出発。 

フラトン市のみなさん 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

※フラトン市で多くのことを経験・体験した事、また人と

の触れ合いを通して学んだ事が、ジュニア大使１０名のこ

れからにとって大きな糧となることを強く願います！(M) 

 
当協会の番組「ローカルでグローバル」福井街角放送（ＦＭ７７．３ＭＨｚ）の放送日が変わりました。 

４月からは「第１・第３木曜日」午後４時半～４時４５分放送です。みなさんぜひお聴きください！ 

お知らせ 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

能楽鑑賞会 

１１月２３日（水・祝）、市内に住む外国人と、日本

の伝統文化である能楽を鑑賞しました。演目は「経政

（つねまさ）」、「三輪（みわ）」、そして狂言の「萩大名」

でした。 

 参加者には、事前に解説をしていましたが、日本人で

も理解がなかなか難しい能楽。 

鑑賞後、参加者から「なぜあのよ 

うな声の出し方をするのですか？」 

「歩き方にすごく特徴があり 

ますがどうして？」などの質問を 

いただきました。また、「このよう 

な、なかなか観ることのできない 

日本の伝統文化にふれることができて、すごくうれし

かったです。」という日本の芸術を十分に堪能された感

想もありました。 

「多文化祭」を開催しました 

１１月２６日（土）、福井県国際交流会館多目的ホー

ルにて、「多文化祭」を開催しました。 

５カ国の外国文化体験 

コーナー、外国人による 

ステージ、日本のお祭り 

コーナー、ビンゴなど 

さまざまな催しを行い、 

多数の参加者が来場し、 

それぞれの異文化に触れながら交流しました。 

通訳ボランティア研修会 

１２月１１日（日）、グリフィス記念館で通訳ボラン

ティアの実践研修を行いました。参加した外国人に、明

治４年から翌年までグリフィスが福井に滞在していた

様子、福井の未来のために献身し残した、多くの業績な

どをそれぞれの言語で説明しました。 

 

防災研修会 

１月１４日（土）、福井市中消防署にて、防災研修 

会を開催し、福井市在住の外国人や当協会通訳ボラン 

ティア等が防災に 

関する基礎知識や 

救急救命について 

学びました。みな 

さん大変熱心に 

受講され「定期的に 

こういう講座を受講 

して災害に備えたい」という意見が聞かれました。 

外国人の災害対策事業 

１月２６日（木）、鯖江市・越前市の国際交流協会

と連携し、災害シュミレーション訓練を実施しまし

た。地震発生から３日間を想定して、協会間での翻

訳依頼や職員応援要請についてシュミレーション

し、どのように対応すればよいかについて考えまし

た。この訓練には、各協会の通訳ボランティアの

方々にご協力いただきました。 

 

 

 

 

 

 

大寒願かけ 

１月１５日（日）、松本地区で開催された「大寒願か

け」に福井市在住の外国人も参加しました。７つの神

社を回りながら、神社で行われていたどんど焼きや護

国神社での禊のことなど、この行事は、地区住民が作

り上げていることなどを説明しながら、日本の文化を

楽しみました。ベトナム出身の参加者は「ハノイは冬

でも最低気温が１０度で、この 

寒さの中、水をかぶ 

ることを本当に心配 

していたけれどとて 

もいい経験ができた。 

こんなに活気ある地区行事の雰囲気を味わうことが

できて本当にうれしい」と話していました。 

 

https://www.facebook.com/fukuikokusai/photos/pcb.1398251856866342/1398245266867001/?type=3
https://www.facebook.com/fukuikokusai/photos/pcb.1398251856866342/1398245266867001/?type=3


 
  

 

 
 

ワールドツアースポーツ交流 

３月５日（日）、スポーツを通して交流すること

を目的に、ミニ運動会を開催しました。 

赤・青・黄・緑の４組に分かれ、「パン食い競争」

や、「キャタピラー」「ピンポン玉運び競争」など

様々な競技にチャレンジしました。 

また、アルティメット 

というフリスビーのよ 

うなフライングディス 

クを使ったスポーツに 

も挑戦し、国籍を超え 

て一致団結しました。 

 

異文化理解地域交流事業 

外国人講師派遣実績（１１月以降） 

地域の公民館、児童館、デイホームで、外国人が講師

となって、母国の文化紹介を行いました。 

 

公益社団法人 ふくい国際交流協会 

平成２９年度会員募集中！！ 

世界に開かれた活力ある地域づくり、多様な文化 

を認め合う多文化共生社会づくりを目指して、あな

たも国際交流協会員になりませんか？    

個人会費 １口 ３，０００円  

法人会費 １口 １０，０００円  

会 員 特 典  

・会員限定講座（異文化講座など）に無料で参加で

きます  

・協会行事に関する情報を提供します  

・当協会主催の講座・イベントへの参加費を割引 

します  

・広報紙など協会発行物を提供します 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クッキングワールドツアー 

３月２５日（土）、ベトナム、韓国、アメリカ、バン

グラデシュ、ペルー、日本の料理を作って世界の食文

化に触れるイベントを開催しました。 

どのグループも賑やかに 

楽しみながら、料理作りを 

楽しみました。また、桜木 

図書館からそれぞれの国に 

関する本の紹介もあり、 

参加した子どもたちは外国の物語に熱心に耳を傾けて

いました。 

全米姉妹都市インターナショナル中高生絵画展 

第２８回福井市コンクール 

海外に姉妹都市を持つアメリカ合衆国内の都市で

組織されている「国際姉妹都市連合 SCI）」が主催

する「全米姉妹都市インターナショナル中・高校生

絵画展」に、福井市はニューブランズウィック市と

ともに参加しています。 

 今年度も、その参加作品の選考を兼ねた福井市コ

ンクールを開催し、最優秀賞２点、優秀賞２点、特

選２点、入選６点が選ばれました。このうち、高校

生の部最優秀賞の福井高校 村井柚乃さんの作品

「私達～We are～」が、ワシン 

トンで行われる本選に出品する 

こととなりました。  

 

 

開催日 団体・個人名 内容詳細
参加者
数

11/18（金） 清水東デイホーム 中国の紹介 17

11/19（土） 六条青少年育成会 ロシア料理 31

11/24（木） 木田デイホーム ベトナムの紹介 36

12/3（土） 清水北公民館 アメリカの紹介 22

12/3（土） 清明公民館 韓国料理 15

12/10（土） 河合公民館 ロシア料理 25

12/10（土） 清水東公民館 バングラデシュ紹介 26

12/17（土） 西藤島公民館 韓国料理 8

12/22（木） 三谷館認定こども園 オーストラリア紹介 90

1/14（土） 明新子ども育成会連合会 アメリカの紹介 14

1/28（土） 明新子ども育成会連合会 アメリカの紹介 32

1/15（日） 福井市男女共同参画・子ども家庭センター 世界の遊び紹介 50

1/18（水） 鶉地区デイホーム バングラデシュ紹介 10

1/28（土） 六条青少年育成会 ペルー料理 24



●福井街角放送 

「ローカルでグローバル」 

 放送日時：６日、２０日（木）     

16:30～16:45 

●しゃべり場 

 日時：８日（土）10:00～12:00     

 会場：ハピリン４階 

総合ボランティアセンター 

日時：２８日（金）14:00～16:00 

 会場：ふくい市民国際交流協会会議室 

●イングリッシュウォーク 

 日時：８日（土）13:30～16:00ごろ 

会場：ハピリン～北ノ庄城址～足羽川～ 

愛宕坂茶道美術館 

●韓国水原市とのスカイプ交流 

 日時：１０日（月）19:00～ 

 会場：福井県国際交流会館 第３会議室 

●こどもまなびフェスタ 

 日時：１５日（土）、１６日（日） 

10:00～17:00 

 会場：ＡＯＳＳＡ全館 

●第２６回福井市ジュニア大使帰国報告会 

 日時：２４日（月）16:30～17:30  

会場：フェニックス・プラザ３０１号室 

 

●福井街角放送 

「ローカルでグローバル」 

 放送日時：４日、１８日（木）     

16:30～16:45 

●しゃべり場 

 日時：１３日（土）14:00～16:00     

 会場：ハピリン４階総合ボランティアセンター

日時：２６日（金）14:00～16:00 

 会場：ふくい市民国際交流協会会議室 

●韓国水原市とのスカイプ交流 

 日時：１５日（月）19:00～ 

 会場：福井県国際交流会館 第３会議室 

●日本語サポートクラス 

 日時：１１日、２５日（木）16:00～17:00 

 会場：啓蒙公民館 

●水原市スカイプ交流訪問団受け入れ 

 日時：１９日（金）～２０日（土） 

 内容：三国祭、朝倉氏遺跡見学など 

 

●福井街角放送 

「ローカルでグローバル」 

 放送日時：１日、１５日（木）     

16:30～16:45 

●平成２９年度 定時総会 

 日時：３日（土）10:00～ 

 会場：福井県国際交流会館 第１会議室 

●しゃべり場 

 日時：１０日（土）10:00～12:00  

会場：ハピリン４階総合ボランティアセンター 

 日時：２３日（金）14:00～16:00 

 会場：ふくい市民国際交流協会会議室 

 

●福井街角放送 

「ローカルでグローバル」 

 放送日時：６日、２０日（木）     

16:30～16:45 

●クッキングワールドツアー 

 日時：１日（土）14:00～16:30 

 会場：ＡＯＳＳＡ６階 調理実習室 

●しゃべり場 

 日時：８日（土）10:00～12:00 

 会場：ハピリン４階総合ボランティアセンター 

日時：２８日（金）14:00～16:00 

 会場：ふくい市民国際交流協会会議室 

●会員研修旅行 

 日時：７日（金）～８日（土） 

 行先：富山県 

（北陸都市国際交流連絡会研修会に参加） 

    

４月 

５月 

7 月 

6 月 


