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平成２９年度定時総会を開催しました
６月３日（土）福井県国際交流会館で、平成２９年
度定時総会を開催しました。２５名の正会員が出席し
（委任状３０名）、平成２８年度の事業報告、決算報
告、平成２９年度事業計画、収支予算などが審議さ
れ、すべて可決承認されました。
平成２９年度

姉妹都市提携３５周年記念
アメリカニューブランズウィック市への
市民訪問団参加者募集
今年は、福井藩初めての海外留学生、日下部太郎がアメ
リカに渡り、ニューブランズウィック市ラトガース大学に
留学してから１５０年になる年です。また、福井市とニュ
ーブランズウィック市の姉妹都市提携から３５周年を迎

役員 （５０音順）

えます。この機会に、ニューブランズウィック市を訪れ、
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友好を深めてみませんか？
期

日 平成２９年１０月４日（水）～９日（祝・月）

訪問先 アメリカ ﾆｭｰﾌﾞﾗﾝｽﾞｳｨｯｸ市、ニューヨーク市
内

容 姉妹都市提携３５周年を記念してニューブラン
ズウィック市を訪問し、現地で両国市民が交流
し、お互いの歴史や文化に触れます。

参加費 ３２０，０００円程度（食事代込）
定

員 １５名（先着順）

参加資格 国際交流に理解のある人
募集締切 平成２９年８月１０日（木）まで

理事 川畑 勝也

日下部太郎

お知らせ
今年も会員意見交換会を開催します！皆様ぜひご参加ください（４ページのスケジュールをご覧ください）

イングリッシュウォーク

福井市ジュニア大使帰国報告会

４月８日（土）、「春を愉しむイングリッシュウォー

４月２４日（月）
、フェニックス・プラザにて、３月に

ク」を開催しました。お天気にも恵まれ、桜もちょうど

福井市の姉妹都市米国フラトン市を訪れた福井市ジ

満開という最高の日となりました！

ュニア大使１０名が、東村市長をはじめとする関係者

外国人を含む２４名の参加者が、英語で交流しなが
ら、柴田神社、足羽川堤防沿い、愛宕坂、茶道美術館、

に帰国報告会を行いました。
派遣先の学校や、まちづくり、ホームステイした家

橘曙覧記念文学館を散策しました。みなさん満開の桜

庭についてパワーポイントを使って発表し、この派遣

の下で撮影し、茶道美術

を機に「福井の良さをもっと

館では、お抹茶とお菓子

ＰＲしたい」「これから

をいただき、
「ニッポンの

も国際交流に貢献して

の春」を愉しみました。

いきたい」など新たな
目標ができたことも語
ってくれました。

こどもまなびフェスタ
４月１５日（土）、１６日（日）ＡＯＳＳＡで開催
された「こどもまなびフェスタ」では、１６カ国の外

水原市スカイプ交流訪問団受け入れ
毎月１回、福井市民とスカイプ交流している韓国水

国人と交流するブースを出展しました。

原市民が、５月１９日（金）
、２０日（土）に福井を訪

参加した子どもたちはパスポートを手に各ブースをま

れました。

わりそれぞれの国の言葉で「こんにちは！」と元気に
挨拶し国旗スタンプを押してもらいました。

初日は福井市のスカイプ交流参加者が出迎え、一緒
に一乗谷朝倉氏遺跡を見学したり、和菓子作りや茶道
体験を楽しみました。また２日目は、三国祭に参加し、
力を合わせて山車を引いて友情
を深めました。

能楽鑑賞会
４月２３（日）
、ハピリンホールで行われた宝生流能
楽鑑賞会に１８名の外国人が参加しました。今回は、能
「東北」
「鵜飼」
、狂言「二九十八」を鑑賞しました。

FBC リレーマラソン in 芝政に参加しました！

厳かな雰囲気の中での能の舞台に、みなさん引き込ま

６月１８日（日）、アイルランド、アメリカ、オース

れるように見入り、日本の伝統文化を楽しんだ様子で

トラリア、ベトナム、中国、日本から１０名のランナ

した。

ーが「FBC リレーマラソン」に参加しました。
一周 1.8km のコースを
全員でタスキをつなぎ
当初の目標を上回る成
績で完走することがで
きました。

福井市総合防災訓練に参加しました。

福井街角放送「ローカル de グローバル」

６月２５日（日）
、福井市に住む外国人の方が、松本

毎月第１・３木曜日午後４時半から、福井市に住む

小学校、湊小学校で実施された防災訓練に参加しまし

外国人をゲストに招き、出身国の文化などについてお

た。出身国で地震を経験したことがないという方がほ

話しています。毎回その国の行事や、日本に来て驚い

とんどで、全てが初めての体験だったようです。

たことなど、とても興味深いお話しが聴けます。

バケツ消火リレー、初期救急、土嚢作りなど、みな
さん熱心に話を聞いて、参加していました。

これまで、アメリカ、
中国、韓国、ブラジル
の方々にご出演いただい
ていますが、今後はどの国
のゲストが出演するか
お楽しみに！

会員研修旅行
北陸都市国際交流連絡会研修会 in 富山
７月８日（土）
、富山市民国際交流協会にて、北陸都

クッキングワールドツアー
７月１日（土）
、今回は中国、ベトナム、ミャンマー、

市国際交流連絡会総会研修会が行われ、当協会からは
の会員が１３名参加しました。全体会では、自治体国

バングラデシュ、モンゴル、ジャマイカ６か国の料理

際化協会地域国際化推進アドバイザーの松本義弘さん

を作って、世界の食文化に触れるイベントを開催しま

から「国際交流団体と自治体－協働で大切なポイント

した。初めて目にする材料や意外な調理法に驚く声

―」についての講義を受け、その後「外国人市民をどう

や、楽しそうな笑い声が響いていました。出来上がっ

受け入れるか」
、
「日本語支援」、
「災害時の外国人支援」

た料理はどれもとてもおいしく「私たちのグループの

の３つのテーマに分かれて、意見交換しました。翌日

国の料理が一番おいしい！」とそれぞれ自慢していま

は、広貫堂資料館、海王丸パーク、国宝高岡山瑞龍寺を

した。

訪れ、見聞と会員同士の交流を深めました。
来年度は金沢への研修旅行を予定しています。会員
の皆さまのご参加をお待ちしています。

しゃべり場
月２回、第２土曜日と第４金曜日に、市内に住む外
国人とやさしい日本語で楽しく交流しています。
今年度は、花見にはじまり、ゴールデンウィーク、梅

福井市総合ボランティアセンター
「ボランティアアカデミー 国際コース」
福井市総合ボランティアセンターが主催するボラン

雨、オノマトペ、など様々な

ティアアカデミー国際コースに、当協会が協力しまし

テーマに沿って、コーディネ

た。多文化共生社会についての講義や在住外国人のパ

ーターが進行しています。

ネルトーク、協会で活動するボランティアのみなさん

どなたでも気軽にご参加いた

との意見交換をはじめ、し

だけますので、みなさんもぜ

ゃべり場やクッキングワー

ひ参加してくださいネ！

ルドツアーでのボランティ
ア体験を行いました。

●杭州市ジュニア大使受入れ

８月

期間：７月３１日（月）～
８月６日（日）

●福井街角放送

９月

「ローカルでグローバル」
放送日時：７日、２１日（木）

内容：ホームステイ、市長表
敬学校訪問など学生間交流

●福井街角放送「ローカルでグローバル」
放送日時：３日、１７日（木）16:30～16:45
●会員意見交換会

16:30～16:45
●しゃべり場
日時：９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：２２日（金）14:00～16:00

日時：４日（金）16:30～20:30 頃
集合：ＡＯＳＳＡ５階 ５０３号室

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

参加費：１，０００円

日時：１１日（月）19:00～

意見交換会後、福井フェニックス花火を鑑賞し

会場：福井県国際交流会館 第３会議室

ます。

●日本語サポートクラス

●しゃべり場

日時：１４日、２８日（木）16:00～17:00

日時：５日（土）10:00～12:00

会場：ふくい市民国際交流協会会議室

会場：ハピリン４階

●姉妹都市提携３５周年記念

総合ボランティアセンター
日時：２５日（金）14:00～16:00
会場：ふくい市民国際交流協会会議室

10 月

福井市民訪問団ニューブラン
ズウィック市派遣
訪問期間：4 日（水）～９日

●韓国水原市とのスカイプ交流

内容：市民間交流、記念式典など

日時：７日（月）19:00～
会場：福井県国際交流会館

（月・祝）

第３会議室

●外国人の防災対策事業研修会
日時：１８日（金）13:30～15:30

●福井街角放送「ローカルでグローバル」
放送日時：５日、１９日（木）16:30～16:45
●しゃべり場

会場：福井県国際交流会館 会議室

日時：１４日（土）10:00～12:00

講師：橘 清司氏

会場：ハピリン４階総合ボランティアセンター

総務省自治財政局調整課課長補佐

日時：２７日（金）14:00～16:00

(前大臣官房企画課課長補佐)

会場：ふくい市民国際交流協会会議室

●能楽体験ワークショップ

●ワールドフェス in ハピテラス

日時：２５日（金）17:30～

日時：１４日（土）11:00～15:00

会場：ハピリン３階ハピリンホール

会場：ハピテラス

●日本語サポートクラス

●韓国水原市とのスカイプ交流

日時：３日、１０日（木）9:30～11:30

日時：１６日（月）19:00～

会場：ふくい市民国際交流協会会議室

会場：福井県国際交流会館 第３会議室
●ニューブランズウィック

11 月

市民訪問団受け入れ
日時：１１月１１日（土）
～１３日（月）

0

