
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度定時総会を開催しました 

６月１３日（土）福井県国際交流会館で、平成２７年

度定時総会を開催いたしました。２８名の正会員が出

席し（委任状３６名）、平成２６年度の事業報告及び決

算報告、任期満了に伴う役員の改選などについて審議

し、すべての議案が承認されました。 

選出された役員は次のとおりです。なお、退任されま

した吉田輝男前会長には、感謝状が贈られ、顧問に就任

していただきました。 
 

平成２７年度役員 （５０音順） 

会長   小藤 幸男 

副会長  清川 卓二 

副会長  鈴木 一美 

副会長  永岡 弥栄子 

常務理事 松井 峰雄 

理事   浅井 貞一 

理事   池尾 惠子 

理事   今井 一仁 

理事   桶谷 道代 

理事   川田 幸次 

理事   木村 郁夫 

理事   後藤 俊子 

 

 
 

 先日の総会において吉田前

会長の後任として会長に就任い

たしました、福井放送株式会社

の小藤幸男でございます。 

 平成８年に発足して以来、福

井市の国際交流の伸展に多大な

る貢献をされてきました当協会

の活動に、会長として会員の皆

様と一緒に携われますことは、たいへん光栄なことで

あり、身の引き締まる思いであります。 

当協会の永年の歴史と伝統を踏まえ、さらに充実発

展を期して参りますので、皆様の一層のご支援、ご協

力をお願い申し上げます。 

 

～フラトン市への福井市民訪問団募集のお知らせ～ 

ふくい市民国際交流協会では、米国フラトン市との

姉妹都市交流２５周年を記念して、福井市民訪問団を

派遣し、フラトン市民との友好交流を図ります。訪問

団員を募集しますので、皆様のご応募をお待ちしてい

ます。詳しくは別紙のチラシをご覧ください。 

○日程   ９月２１日（月）～２７日（日） 

５泊７日 

○対象   ２０歳以上の福井市在住又は勤務の 

健康な方 

○募集人数 ３０名（先着順） 

○内容   フラトン市の訪問を中心に、ラスベガ 

ス、グランドキャニオンでの観光を含め 

た５泊７日の旅。 

 

フラトン市で

は、姉妹都市提

携２５周年を祝

う記念イベント

に参加します。 

 

 大手３丁目の当協会事務所が、９月上旬に福井フェニックス・プラザ３階に移転します。 

 会員の皆様には平成２６年度会費をお納めいただき、誠にありがとうございました。皆様からの会費は、当

協会の事業に大切に活用させていただきます。なお、まだ会費をお納めなされていない会員の方には、協会活

動のためご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 第一回多文化共生セミナー「フィリピン・カンボジアでのボランティア活動」の参加者を募集します。 

開催日時：９月１２日（土）10:00～12:00（受講料無料） 
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理事  スプリチャル・  

モーリス・ルイス 

理事  竹島 栄実 

理事  出口 淳 

理事  寺川 直輝 

理事  虎尾 憲史 

理事  橋本 浩 

理事  飛田 幸平 

理事  平田 孝次 

理事  山崎 栄一 

監事  小林 美位子 

監事  山本 弘 

会長就任のごあいさつ 



 

 

◆姉妹都市提携２５周年記念 

  フラトン市民訪問団受け入れ 

 ４月１６日（木）～２０日（月）、福井市・フラトン 

市の姉妹都市提携２５周年を記念し、フラトン市民訪 

問団２３名が福井市を訪れました。 

【受け入れ日程】 

１６日（木）：夜福井市到着 

１７日（金）：福井市長表敬、養浩館、郷土歴史博物館、 

   朝倉氏遺跡訪問、ホームビジット 

１８日（土）：東郷地区散策、営繕時代行列観覧、おさ 

ごえ民家園見学、福井市レセプション出席 

１９日（日）：勝山地区散策、恐竜博物館、協会主催歓 

迎会交流会 

ホームビジットでは、福井市の家庭で夕食を共にし、

日本の暮らしを直に体験し、ホストファミリーと楽し

い時間を過ごしました。 

 フラトンの方たちは、「福井市のあたたかいおもてな

しに、元気をもらった。日本がますます好きになった。」

「今回の市民同士の交流で、２都市間の友情の絆をま

すます深めることができました。」ととても感動してい

ました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆イングリッシュウォーク  

４月１１日（土）、福井市に住む外国人１０名と、日

本人参加者１１名で、英語を使って交流しながら街歩

きをしました。 

 養浩館では、お茶席を体験、福井城址の山里口御門の

復元作業現場では普段見られない御廊下橋の下を散策

しました。そのあと、福の井、天守閣跡を歩き、最後は

当協会が実施する「しゃべり場」の会場である「ふく

＋」で、ティータイム。話もはずんで楽しい午後を過ご

しました。 

 

 

 

 

 

 

◆第２４回福井市ジュニア大使 帰国報告会 

４月２２日（水）、ジュニア大使の帰国報告会が開催

されました。 

「まちの様子」「学校の様子」「ホームステイ」の３

つのテーマについて杭州市、水原市を訪問したジュニ

ア大使たちがそれぞれ感じたことや気づいたことなど

を発表しました。 

学校での生徒たちの様子や交流を通して感じたこ

と、家庭に入って気づいた発見、まちのようすが日本

とはちがっていると思ったことなど中学生の視点でさ

まざまな気づきがあ

ったようです。 

これからも福井で

国際交流や多文化共

生に躍進してくれる

ことを期待していま

す。 

 

◆ネパール地震被災者支援チャリティー講座 

ネパールで発生した大地震の被災者支援のためのチ

ャリティー講座を５月１５日（金）に開催し、福井県

在住のネパール出身の方にお話をお聞きしました。 

６月の総会まで募金のご協力

をお願いし続け、このチャリ

ティー講座で集まった寄付と

あわせて３１，１００円を、

赤十字社を通してネパールへ

送付いたしました。 

 

◆小学生対象 森で多文化 １Dayキャンプ 

５月３０日（土）、福井市少年自然の家で、世界の料

理、世界の遊びを楽しみました。 

アメリカ、ブラジル、クロアチア、フィリピン、マレ

ーシア、中国の方々と料理を一緒に作り、6 か国の料理

を楽しみました。また、それぞれの国の遊びを教えて

いただきました。子供たちは、パスポートを持って、

それぞれの国の国旗スタンプを押してもらいました。

世界の遊びは、万国共通でシンプルで楽しく、子供同

士、外国人講師の方々ともすぐ仲良くなり、とても楽

しい１日になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの声： 

「自分たちのグループが作った料理が一番おいしかっ

た」 

「マレーシアの遊びが楽しかった」 



   

◆サポートクラス 

 日本語を母語としない子どものための日本語サポー

トクラスを開いています。宿題のやり方もサポートし

ています。（いずれも木曜日 15:30～17:00） 

７月は２日、１６日に啓蒙公民館で開催します。 

 また、夏休みは福井県国際交流協会との共催で、サポ

ートクラスを実施します（詳しくは、「スケジュール」

をご確認ください） 

 

◆しゃべり場 

 楽しみながら、日本語で

交流する場です。毎回テー

マに沿って、伝えたいこと

を伝えあい、楽しく日本語

を身に付けます。 

４月：１０日「さくらとコ 

       イン」 

   ２４日「ゴールデンウィーク」 

５月： ８日「和室でゴロゴロ」 

２２日「おいしいお茶はいかが？」 

６月：１２日「日本の梅雨」 

   ２６日「愛・アイ・あい？」 

 

◆スカイプ交流（韓国水原市） 

友好都市韓国水原市の日

本語学習者と、福井市の韓

国語学習者が、スカイプを

使って交流しています。 

４月６日（月） 

５月１１日（月） 

６月１日（月） 

 毎回いろいろなテーマで交流をしていますが、参加

者のみなさんが、言葉を学ぶことは大事だけれどやは

りその国の文化や習慣を知るということはさらに大事

だと話していたのが印象的でした。 

  

◆スカイプ交流（ラオス） 

 ラオス日本センターで日

本語を学習している生徒た

ちとスカイプを使って日本

語で交流しています。 

４月２８日（月） 

５月２６日（月） 

６月２９日（月） 

 祝日前に開催した回では、小学生も参加し、いろいろ

な質問をしました。 

「ラオスには有名な人はいますか？」という質問には 

「 東 日 本 大 震 災 の 時 に 日 本 の た め に  the true 

happiness という歌を歌ったアルーナさんという歌手

がとても有名です」と言って、その歌を歌ってくれまし

た。ラオス語と日本語と英語の歌詞があるとても素敵

な歌でした。 

◆地域交流促進事業 

５月８日（金） 

清水東地区デイホーム 

 ブラジルの文化紹介 

５月１２日（火） 

清水東地区デイホーム 

 中国の文化紹介 

６月６日（土）常葉幼稚園 

 世界のあそび（アメリカ、中国、フィリピン、カン

ボジア、ケニア） 

６月７日（日）NPO 森のほうかごがっこう  

 あそびじゃあにい（中国、クロアチア） 

◆多文化共生のまちづくり事業 

５月９日（土） 

 湊公民館「母の日のペーパークラフト」 

湊公民館さんとの共催で、湊地区に住むブラジル出身

の方を講師に母の日のペーパー

クラフト作りを行いました。 

講師の方がセレクトした材料を

使って素敵なカードが出来まし

た。 

６月２８日（日）  

明新小学校 

明新地区の防災訓練に、在住

外国人と参加しました。土のう

作り、初期消火訓練、煙中体験

など、さまざまな訓練を通して

災害に備えるために必要な心構

えなどを学びました。 

◆平成２７年度「市民活動促進事業助成金」の 

交付対象事業が決定しました。 

市民レベルでの国際交流・多文化共生活動をより推

進するため，市内の国際交流および多文化共生推進団

体が企画・実施する各種の国際交流・多文化共生事業

に要する経費について，助成金を交付しています。 

【交付決定団体】 

○団体名：イングリッシュセミナー実行委員会 

事業名：イングリッシュセミナー２０１５ 

実施予定日：7 月 26 日、9 月 13 日、12 月 20 日、 

3 月 20 日 

○団体名：清明国際交流クラブ 

事業名：①国際理解講座「ブータン王国」 

②清明ワールドフェスタ２０１５ 

③世界の料理「コロンビアの家庭料理」 

  実施予定日：①6 月 27 日、②10 月 18 日、③H28. 

2 月下旬 

○団体名：アースリンク 

事業名：①インドネシアの人気料理 

    ②日本の伝統料理と遊び 

実施予定日：①6 月 7 日②11 月 8 日 

 



 

 

 

  

●日本語サポートクラス 

 日時：２日、１６日 いずれも木曜日 

    15:30～17:00 

 会場：啓蒙公民館 

●北陸都市国際交流連絡会総会・研修会 

 日時：３日（金）～４日（土） 

 会場：金沢市 APA ホテル他 

●福井市と水原市のスカイプ交流 

日時：６日（月）19:00～20:30 

 会場：福井県国際交流会館 第３会議室 

●しゃべり場 

日時：１０日、２４日（金）14:00～16:00 

会場：福井市まちづくりセンター ふく＋ 

●第１回通訳ボランティア研修会 

日時：１２日（日）13:30～15:30 

会場：福井県国際交流会館 第２会議室 

内容：一乗谷朝倉氏遺跡と朝倉氏五代について 

   講義 福井市歴史ボランティア 青山幹男氏 

  ＊歴史に興味のある方の参加も歓迎いたします。 

●夏休み日本語サポートクラス 

 日時：１８日、２５日 いずれも土曜日 

    13:30～15:30 

 会場：福井県国際交流会館 第１研修室  

 

●ブラジルクラフト(Scrap book) 

日時：１日（土）10:00～12:00 

会場：福井市研修センター 

●夏休み日本語サポートクラス 

 日時：１日、８日 いずれも土曜日 

    13:30～15:30 

 会場：福井県国際交流会館 第１研修室 

●しゃべり場 

日時：７日、２８日（金）14:00～16:00 

会場：福井市まちづくりセンター ふく＋ 

●ブラジル料理講座 

日時：８日（土）9:30～12:30 

会場：福井市企業局ガスクッキングスタジオ 

●福井市と水原市のスカイプ交流 

日時：１０日（月）19:00～20:30 

 会場：福井県国際交流会館 第３会議室 

●ブラジル文化とサンバ 

日時：２２日（土）10:00～12:00 

会場：福井市研修センター 

●ワールドツアー 森で多文化 1Day キャンプ 

日時：２５日（火）10:00～15:00 

会場：福井市少年自然の家 

●水原市国際交流センター研修団来福 

 日時：２６日（水）～２７日（木） 

 

 

●第２回通訳ボランティア研修会 

日時：６日（日）13:30～15:30 

会場：一乗谷朝倉氏遺跡 

内容：日本語で案内説明を聞く 

●第１回多文化共生セミナー 

 「カンボジア、フィリピンでのボランティア活動」 

日時：１２日（土）10:00～12:00 

会場：福井県国際交流会館 第３会議室 

講師：間宮 大輔 氏 

●姉妹都市提携２５周年記念 

福井市民訪問団フラトン市派遣 

日時：２１日（月）～２７日（日） 

 

●第３回通訳ボランティア研修会 

日時：１１日（日）13:30～15:30 

会場：福井県国際交流会館第２会議室 

内容：朝倉氏遺跡案内説明の翻訳作業 

●福井国際フェスティバル２０１５参加 

日時：２５日（日）9:00～16:00 

会場：福井県国際交流会館 

 

 

第一回多文化共生セミナー  

フィリピン・カンボジアでのボランティア活動

紹介「僕たちに世界を変えることはできない」 

 市民に、多文化共生についての理解を深める機会

を提供する多文化共生セミナー、第一回講座は、ボラ

ンティア団体 Sprits without borders を設立され、フ

ィリピン、カンボジアの子どもたちのため、文房具や

ランドセルを集め、運ぶ活動をされている、間宮大輔

さんにお話しいただきます。 

○日時  平成２７年９月１２日（土） 

10:00～12:00 

○場所  福井県国際交流会館 第３会議室 

○定員  ５０名 

○受講料 無料 

 

 

 

 

７月 

［編集委員からひとこと］ 

〇平成２７年度は、当協会が公益社団法人になって最

初の年度です。また役員も新体制になり、職員一同、気

持ち新たにがんばりたいと思います。 

〇福井県内の国際交流協会、地域の公民館、大学を

はじめとする教育機関など、様々な機関と連携して事業

を行うことが増えてきました。このつながりを大切にして、

多文化共生社会の継続と発展にさらに力をいれたいと

思っています。 

９月 

10 月 


