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平成２８年度定時総会を開催しました
６月１８日（土）福井県国際交流会館で、平成２８

友好都市提携１５周年記念
韓国水原市への市民訪問団参加者募集

年度定時総会を開催いたしました。２２名の正会員が
出席し（委任状３６名）、平成２７年度の事業報告、

今年は、水原華城の歴史が始まって２２０周年になる年

決算報告、平成２８年度事業計画、収支予算などが審

です。水原市は今年を「水原華城訪問の年」に指定し、国

議され、すべて可決承認されました。

内外の観光客の訪問を歓迎しています。

平成２８年度 役員 （５０音順）

友好都市提携１５周年を迎えるこの機会に、水原市民との

会長 小藤 幸男

理事 竹島 栄実

友好を深めませんか？

副会長 清川 卓二

理事 出口 淳

副会長 鈴木 一美

理事 寺川 直輝

期

副会長 永岡 弥栄子

理事 虎尾 憲史

訪問先 水原市、ソウル市

常務理事 飛田 幸平

理事 橋本 浩

内

理事 浅井 貞一

理事 飛田 幸平

し、華城文化祭参加を通して水原市民と友好を深

理事 池尾 惠子

理事 平田 孝次

め、韓国の歴史や文化に触れます。

理事 今井 一仁

理事 松井 峰雄

参加費 １２５，０００円程度（食事代込）

理事 桶谷 道代

理事 宮下 和彦

定

理事 川田 幸次

理事 山崎 栄一

参加資格 国際交流に理解のある人

理事 後藤 俊子

監事 小林 美位子

募集締切 平成２８年８月１０日（水）まで

理事 スプリチャル・

監事 山本 弘

日 平成２８年１０月７日（金）～１０日（祝・月）
容 友好都市提携１５周年を記念して水原市を訪問

員 ３０名（先着順）

モーリス・ルイス

お知らせ


公益社団法人ふくい市民国際交流協会 平成２８年度会員募集中！！詳細は４面をご覧ください。

水原市武芸団受入
４月７日から１０日の日程で、福井市と韓国水原市

ジュニア大使帰国報告会
４月２２日（金）、福井市の姉妹都市米国ニューブラ

の友好都市提携１５周年を記念し、水原市立公演団武

ンズウィック市を訪れた福井市内の中学生１０名のジ

芸２４技示範団１６名が来福しました。一行は、
「第３

ュニア大使が、東村市長はじめ関係者に派遣の報告会を

１回ふくい春まつり」で演武を披露し、剣術や槍術など

行いました。ジュニア大使は、派遣先の学校や、ホーム

勇壮なパフォーマンスで市民を魅了しました。また、時

ステイした家庭、まちづくりについて気づいたことなど

代行列に先駆けて県庁前から足羽川までパレードし、

をパワーポイントを使って発表しました。この派遣を機

沿道の市民から温かな声援を受けました。

に「もっと福井を海外に PR したい」
「これからもっと
積極的に英語を話したい」など新たな目標ができたこと
も語ってくれました。これからのジュニア大使の活躍に
期待しています！

日本文化体験講座～イングリッシュウォーク～
在住外国人が日本や福井の文化を知ることを目的
に、４月１０日（日）に、英語の通訳ボランティアの協
力のもとイングリッシュウォークを開催しました。外
国人９名、日本人８名が参加して、福井駅、柴田神社、
浜町通り、グリフィス記念館、足羽川、愛宕坂茶道美術

日本文化体験学習事業

能楽鑑賞会

５月３日（火）
、ハピリンホール落成記念として開催さ

館を英語と日本語で交流しながら散策しました。

れた宝生流能楽鑑賞会に、15 名の外国人が参加しまし

参加者の声

た。開演前に事前説明会を行い、能楽鑑賞上のマナーや

なかなか英語で交流する機会がなかったので、このよ

能について学びました。

うなイベントがあってよかった（日本人高校生）

今回は、「翁」「末広かり」
「小鍛冶」を鑑賞しましたが、
その中で「翁」は、神事として厳粛で儀式性の濃い祝祷
の舞で、皆さん真剣に見入っていました。
参加者の声
・一生思い出に残る、
すばらしい日本伝
統を見ることがで
きてうれしい
・事前説明会があっ

放課後日本語サポートクラス
毎月第２・４木曜日、啓蒙公民館で外国にルーツのあ
る子どもたちのための放課後サポートクラスを開催し
ています。日本語の学習状況は様々ですが、子どもたち
同士とても賑やかに勉強しています。

たおかげで、内容を理解することができました。

通訳ボランティア研修会

多文化共生セミナー
６月４日（土）
、ＮＰＯ法人多文化共生マネージャー
全国協議会理事柴垣禎氏を講師にお迎えし、多文化共
生社会について学び自分達にできることを考えるセミ

６月１９日（日）、北の庄城址、柴田神社、駅周辺の
案内について研修しました。
北の庄城址では、柴田勝家が築いた北の庄城につい

ナーを開催しました。

て学び、その後、福井駅前へ移動し、駅周辺のバスや

今回のセミナーは、福井市総合ボランティアセンター

電車のアクセスを確認し、ハピリン横にできたウェル

が主催する「ボランティアアカデミー

国際コース」

カムセンターに置かれている多言語資料を入手しま

とも連携し、国際分野のボランティアに関心のある受

した。今回学んだ内容を、今後の研修会で多言語化し

講生１９名を合わせ、計３５名が参加しました。

ていく予定です。

地域の国際化の大きな流れ、在住外国人の現状、多
文化共生社会について学んだ後、
「私たちにできること
を考えよう」というワークショップに取り組みました。
多文化共生社会について考える時、外国人特有の問
題としてではなく地域の日常に密接に関わっているこ
ととして考えることが大切だという講師のお話の通
り、参加者からは
地域の一員として

多文化共生の地域づくり事業

こんなことができる、
こんなことから取り

６月２６日（日）
、春山地区に住む外国人１２名とと

組めるという活発な

もに、春山小学校で行われた福井市総合防災訓練に参

意見がでました。

加し、いざという時の身の守り方や避難方法、避難所
等について学びました。地震の経験がない外国の方

異文化理解地域交流事業

は、どのように身を守り、どこに逃げればよいかにつ

外国人講師派遣実績

いてとても不安を持っているようで、今回担当してい

・５月１７日（火）

ただいた消防士の方に多くの質問がでました。

仁愛付属幼稚園にて韓国の文化紹介 参加者６３名
・５月１９日（木）
東郷放課後子ども教室にてアメリカの文化紹介
参加者３２名
・６月１１日（土）
西藤島公民館にてロシアの文化紹介 参加者１９名
・６月１１日（土）
すずらん児童館にてマレーシアの紹介 参加者３６名

しゃべり場
月２回開催しています。５月２７日（金）のしゃべ
り場では、福井市地域交
通課から講師を招き、ゲ
ームを取り入れた交通ル
ール学習を行いました。
【マレーシアの紹介】

【すずらん児童館】

【ロシアの紹介】

●第２３回北陸都市国際交流連絡会

７月

●ワールドツアー「多文化共生文化祭」

総会・研修会

日時：２０日（土）12:00-16:30

日時：８日（金）総会 11:00～

会場：ハピリン４Ｆ

研修会 12:30～

福井市総合ボランティアセンター

会場：フェニックス・プラザ

●「ミッションクリアでブラジルマスターになろ

●しゃべり場

う！」

日時： １日（金）14:00～16:00

日時：２５日（木）15:00-16:30

２２日（金）14:00～16:00

会場：桜木図書館

会場：フェニックス・プラザ３Ｆ事務局
●通訳ボランティア研修会
日時：１０日（日）13:30～15:30
会場：フェニックス・プラザ３Ｆ事務局

●韓国水原市とのスカイプ交流

９月

●韓国水原市とのスカイプ交流

会場：福井県国際交流会館
第３会議室

●しゃべり場

日時：１１日（月）19:00～

日時：３日（土）10:00～12:00

会場：福井県国際交流会館 第３会議室
●フラトン市ジュニア大使受入

９日（金）14:00～16:00
２３日（金）14:00～16:00

期間：１４日（木）～２２日（金）
中高生１３名（男４名、女９名）
、引率２名
●韓国水原市とのスカイプ交流

８月

日時：１２日（月）19:00～

日時：８日（月）19:00～

会場：ハピリン４階
総合ボランティアセンター会議室

10 月

●福井市民訪問団水原市派遣
期間：７日（金）～１０日

会場：福井県国際交流会館

●しゃべり場

（祝・月）
公益社団法人 ふくい国際交流協会

日時：１２日（金）14:00～16:00
２６日（金）14:00～16:00
会場：ハピリン４階

平成２８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

総合ボランティアセンター会議室
●防災キャンプ

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

日時：１３日（土）～１４日（日）

法人会費 １口 １０，０００円

会場：殿下地区

会 員 特 典

●ワールドツアー

・会員限定講座に無料で参加できます

「森で多文化１ＤＡＹキャンプ」

・協会行事に関する情報を提供します

日時：８月１９日（金）

・当協会主催の講座・イベントへの参加費を割引

会場：福井市少年自然の家

します
・広報紙など協会発行物を提供します
≪編集後記≫

〇今年度は、新しい取組として「防災キャンプ」を開催します。福井市在住の外国人と子どもたちとの文化交流、防災に関する様々
な体験など、内容盛りだくさんのキャンプになりそうです。多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
○７月は、フラトンからジュニア大使１３名、引率２名が来福します。市内中学校での体験授業、ホームステイを通して、青少年
交流を図ります。日本はもちろん、福井の文化や魅力を感じていただきたいと思っています。ご協力いただくボランティアの皆さ
ま、ありがとうございます。

