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グローバルフェスタ 2018 を開催しました 
 

５月２６日（土）、ハピテラスにてグローバルフェスタ

を開催し、約 3,300人の方が来場して終始にぎわいまし

た。 

今年は、ロシア、中国、台湾、ブラジル、スリランカ、

フィリピン、ネパール、モンゴル、ベトナム、アメリカ、

アイルランド、バングラデシュ、韓国の計１３の国や地域

の紹介ブースを出展しました。各国のボランティアが自国

の文化や食べ物などを熱心に説明するとたくさん人だかり

ができました。 

また、団体紹介ブースには、ボランティア団体や国際交

流団体など、計８団体のブースを設け、たくさんの参加者

が訪れにぎわいました。福井高専アマチュア無線研究会の

ブースでは、世界との無線交信の公開実演が行われ、福井

市総合政策課のブースでは、２０２０年東京オリンピック

の際に、福井市がキャンプ地の受入れを予定しているスロ

ベニアについての紹介があり、訪れた人もスタンプラリー

をしながら興味深くブースを見て回っていました。 

そして、折り紙、書道などの日本文化体験コーナーで

は、気軽に日本文化に触れられるとあって、外国人が多く

参加し、お手本どおりに、ぎこちないながら、慎重に筆を

進めていました。 

また、ステージでは、幼稚園児のキッズパフォーマン

ス、福井市消防音楽隊の演奏、太極拳とチャイナドレスの

披露、K-POP ダンス、ネパールの伝統舞踊と歌アメリカの

民謡と日本の歌、コカリナアンサンブル、フラダンス、ペ

ルーの踊り、インドネシアの舞踊、ブラジルのサンバと、

素晴らしいパフォーマンスが行われ大変盛り上がりまし

た。 

 それぞれの踊りは、国によって、ゆったりとした静かな動

きや、激しく情熱的な動きがあり、改めて世界の広さや文化・

風習の違いを感じました。 

 参加した日本人も外国人も、それぞれの「違い」を知るこ

とで、新たに「興味」を持ち、「理解」を深めることができ

るイベントになりました。 

２０１８年８月３１日発行（第２５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 

○福井街角放送「ローカル de グローバル」は、第１第３木曜日 16:30～です。福井に住む外国人の方に、福井の生活や、

自国の文化などについてお話いただいています。ぜひお聴きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちは外国と日本の違いに興味津々です 

 

 

 

 

 

 

 

 

折り紙や書道の体験を楽しむ外国人参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

インドネシアの華麗な伝統舞踊 

お知らせ 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

結果は２８２チーム中１２７位 

でしたが、若い留学生を中心に、 

みなさんとても頑張って走りま 

した。 

福井市総合防災訓練に参加しました 

６月２４日（日）、今年度の推進地区である足羽小学

校で行われた防災訓練に、外国人１５名が参加しまし

た。参加者の中には、先日の大阪での地震で、自国で

は体験したことのない揺れを感じ、不安に思った参加

者もいました。シェイクアウト訓練や、消化訓練、避

難所訓練などを体験し、いつ起こってもおかしくない

災害への備えを学びました。 

 

 

 

 

北陸都市国際交流連絡会研修会 in金沢 

 ７月６日（金）、北陸３県に所在する国際交流協会、

自治体で構成する法陸都市国際交流連絡会の研修会

に、当協会の会員１３名が参加しました。 

 ３つの分科会に分かれ、 

①地域で働く外国人②日 

本語教室の課題③外国人 

市民の地域参画について 

考えました。他の団体と 

情報交換もでき有意義な研修となりました。 

なつやすみワールドツアー 

 ８月１３日（月）、台湾、フィリピン、スリランカ、

ブラジル、バングラデシュ、アメリカ６か国の料理を

作って、世界の食文化に触れました。出来た料理をみ

んなでシェアして食べると、どの料理も大成功！とて

もおいしくて「また食べたい！」という声も聞こえま

した。ランチの後は、それぞれの国の遊びを楽しみ、

どの国のグループからも笑い 

声が響いていました。最後に、 

桜木図書館の方に、スリラン 

カの童話「きつねのホイティ」 

の読み聞かせをしていただき 

ました。大人も子どもも、異文化に触れ、とても楽し

い一日となりました。 

 

 
 

春をたのしむイングリッシュウォーク 

４月７日（土）、外国人参加者と日本人参加者が、

英語を使って交流しながら、福井のまち歩きを楽し

みました。北ノ庄城址・資料館、足羽川沿いを散策、

愛宕坂茶道美術館、橘曙覧記念文学館を観覧しまし

た。雨風が強くてとても寒い日でしたが、参加者から

は、「福井の歴史について 

知ることができた」「まだ 

咲いている桜の種類が見 

られた。自分の国では咲 

いていない花も楽しめた。」 

という感想がありました。 

福井市ジュニア大使帰国報告会 

 ４月２６日（木）、福井市の友好都市中国杭州市、

韓国水原市を訪れた福井市ジュニア大使２０名が、

東村市長をはじめとする関係者に帰国報告を行いま

した。 

 派遣先の学校や、まちづくり、ホームステイした家

庭についてパワーポイントを使って発表し、この派

遣を通して「福井の良さをもっと世界に伝えたい」

「これからも国際交流の貢献していきたい」など新

たな目標を語ってくれました。 

 

 

 

 

 

平成３０年度定時総会 

 ６月９日（土）、福井県国際交流会館で、平成３０

年度定時総会を開催しました。２２名の正会員が出

席し（委任状３３名）、平成２９年度の事業報告、決

算報告、平成３０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。 

FBCリレーマラソン in 芝政に参加しました 

６月１７日（日）、アメリカ、中国、ベトナム出身の

参加者８名と、日本人２名の計１０名でチームを組み、

「第６回 FBC リレーマラソン in 芝政」に参加しまし

た。１周 1.8 kmのコースを、たすきをつなぎながら２

４周、フルマラソン相当の距離を走りました。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

異文化理解交流事業 外国人講師派遣 

〇４月１２日（木）森田地区デイホーム 

 アメリカ出身のスプラットブライアンさんに文化

紹介をしていただきました。福井 

に住んで、福井弁が一番難しいと話 

していたブライアンさんですが、参 

加者の福井弁での質問にもやさしく 

答えてくださいました。 

〇６月９日（土）みのり公民館 

ブラジル出身のミシェルさん、タリアさんが文化紹

介をしました。サンバの踊り方を教えていただき、み

んなでサンバを踊りました。子ども 

達からは「三角形のステップを踏ん 

でダンスを踊るのが楽しかった。」 

「ダンスが楽しかった。お母さんた 

ちにも教えたいです」という感想が 

届きました。 

〇６月１９日（火） みのり地区デイホーム 

スリランカ出身のダナンジャヤさんが、 

母国スリランカについて紹介しました。 

毎年お正月を迎える晴れ着の色を国が 

決定するという話を聞いて、参加者の 

みなさんはとても驚いていたようです。 

〇８月２日（木） たけのこ児童館 

 ロシア出身のビクトリアさんが、ロシアの学校での

様子や子どもたちの遊びなどを紹介しました。 

〇８月３日（金） 清水北デイホーム 

 モンゴル出身のガントルガさんが、 

モンゴルの美しい自然や肉を中心と 

した食生活、「ナーダム」という夏の 

お祭などについて紹介しました 

〇８月３日（金） さつき児童館 

 ペルー出身のイングリッドさんにペルーの紹介を

していただきました。日本を訪問中の、イングッドさ

んのお父さんお母さんにもいっしょに参加していた

だき、お母さんには、ペルー舞踊を 

披露していただきました。最後は、 

子ども向けのダンス「チュチュワ」 

を全員で踊りました。 

 

 

 
 

〇８月８日（水）森田公民館 

 森田地区の高齢者と子ども達の交流会で、ロシア出

身のナタリアさんとスイールニキというパンケーキ作

りをしました。ロシアでは卵を包丁で割るということ

を知って参加者のみなさんは驚いていました。 

〇８月９日（木） 清水北公民館 

 ブラジル出身のミシェルさん、タリアさんが子ども

達に文化紹介をしました。また、サンバをみんなで踊

りました。 

〇８月２１日（火） すみれ児童館 

 ロシア出身のビクトリアさんとロシアのゲームを楽

しみました。また、ロシアと日本の違いを聞いて驚い

ていました。 

災害時外国人支援サポーター養成講座 

（福井県国際交流協会との共催研修会） 

○７月１４日（土）、福井県国際交流会館多目的ホール 

 災害が発生すると、外国人住民は情報不足、文化の

違いや災害経験の少なさなどによる不安や誤解などの

困難に直面することが予想されます。私達にできる外

国人支援について考え、「災害多言語支援センター」の

設置運営訓練を行いました。 

 避難所でのロールプレイでは、 

外国の方に、困っている役をし 

てもらい、本番さながらにサポー 

トを行いました。 

全米絵画展インターナショナル中・高生絵画展最優

秀賞受賞式、市長表敬 

ワシントンにある国際姉妹都市連合が主催する絵画

展で、清水中学校２年生の坂本穂さんの作品「千年日

記」が最優秀賞を受賞しました。これは、福井市が参加

して２９回目になりますが、初めてのことです。 

坂本さんの作品には、日記の何も書かれていない未

来のページから折り鶴が飛び立つ様子が描かれてお

り、世界平和への願いを表しています。 

７月１７日に受賞式、２０日には福井市長への報告

会が行われました。 



 

●福井街角放送（ＦＭ７７．３） 

「ローカル de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 

●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 

●日本語サポートクラス 

 日時：１３日、２７日（木）16:00～17:00 

会場：ふくい市民国際交流協会会議室 

●外国人の防災研修会＆スポーツ交流 

 日時：９月２２日（土）10:00～15:00 

 会場：福井市防災センター 

●福井街角放送「ローカル de 

グローバル」（ＦＭ７７．３） 

 放送日時：４日、１８日

（木）16:30～16:45 

●しゃべり場 

 日時：１３日、２７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 

●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：ふくい市民国際交流協会会議室 

●おもてなし通訳研修会 

 日時：２７日（土）13:30～16:00 

会場：ハピリン４階総合ボランティアセンター 

講師：CLAR 地域国際化推進アドバイザー 

   堀 永乃 氏 

 

 

 

●福井街角放送「ローカル de 

グローバル」（ＦＭ７７．３） 

放送日時：１日、１５日（木） 

16:30～16:45 

●しゃべり場 

 日時：１０日、２４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 

●韓国水原市とのスカイプ交流 

 日時：５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：８日、２２日（木）16:00～17:00 

会場：ふくい市民国際交流協会会議室 

●おもてなし通訳研修会 

 日時：１１月１７日（土）13:00～16:00 

  会場：福井駅構内、ハピリン 

 内容：外国人講師とのロールプレイ 

●福井街角放送「ローカル de 

グローバル」（ＦＭ７７．３） 

 放送日時：６日、２０日

（木）16:30～16:45 

●しゃべり場 

 日時：８日、２２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 

●おもてなし通訳研修会 

 日時：８日（土）13:30～16:00 

 会場：北ノ庄城址、福井城址 

 内容：外国人講師とのロールプレイ 

●韓国水原市とのスカイプ交流 

 日時：３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：１３日、２７日（木）16:00～17:00 

会場：ふくい市民国際交流協会会議室 

  

９月 

10月 

11月 

12月 


