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友好都市提携１５周年記念 

韓国水原市への市民訪問団 
 福井市と水原市の友好都市提携１５周年を記念して 

１０月７日（金）から１０日（月・祝）の日程で、福

井市民訪問団が水原市を訪問しました。 

今回の訪問では、「福井・水原絆のあかり」とし

て、福井市と水原市の市民が協力して、両市民がメッ

セージを書いたカップを並べ、１，１００個のＬＥＤ

ライトを点灯して、福井市のキャラクター「朝倉ゆめ

まる君」を完成させました。点灯式では、両市民が力

を合わせて作成した絆のあかりを鑑賞して、友好を確

認しました。 

 

 

 

 

 

 

また、毎月１回行っている福井市民と水原市民との

スカイプ交流参加者が、水原市で顔を合わせて交流し

ました。 

フラトン市からジュニア大使が来福 

 ７月１４日（木）から２２日（金）の日程で、福井市

の姉妹都市、米国フラトン市からジュニア大使１３名、

引率２名が来福し、福井県内を視察し、進明中学校を訪

問しました。１週間のホームステイでは、土日祝日の３

日間をそれぞれのホストファミリーと一緒に活動し、交

流を深めました。 

 

ﾆｭｰﾌﾞﾗﾝｽﾞｳｨｯｸ市からジュニア大使が来福 

 １１月６日（日）から１３日（日）の日程で、福井市の

姉妹都市である米国ニューブランズウィック市からジュ

ニア大使６名、ニューブランズウィックミドルスクールの

先生、姉妹都市委員会の役員など計１２名が福井市を訪問

し、福井県内視察、日本文化体験、ホームステイ、清水中

学校訪問などを通して、福井市民と交流しました。

 

また訪問中は、グリフィス記念館を訪れ、福井市とニュ

ーブランズウィック市姉妹都市提携のきっかけとなった

日下部太郎とグリフィスについても学びました。 

福井街角放送（ＦＭ７７．３ＭＨｚ）で、当協会の番組「ローカルでグローバル」の放送が始まりました。 

第１・第３水曜日の午後４時半～４時４５分に放送しています。みなさんぜひお聞きください！ 

お知らせ 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

防災キャンプ 

 ８月１３日（土）、１４日（日）、殿下地区で、留学生や

子どもたちが参加して防災について学ぶキャンプを開催

しました。 

福井県防災士会、福井市臨海消防署、殿下地区の皆様

など多くの方にご協力いただき、着衣水泳、防災かるた、

竹飯作り、ロープワークや初期消火訓練など様々な体験

を通じて防災について学びました。 

 

ミッションクリアでブラジルマスターになろう 

８月２５日（木）、桜木図書館との共催で、ブラジル文

化に触れるイベントを開催しました。参加した子どもた

ちはミッションカードを持って、○×クイズや、ブラジ

ルの遊び、サンバ、ブラジルの絵本の読み聞かせ、ブラ

ジルについて書いてある本探し等、様々なミッションに

挑戦しました。 

今回、桜木図書館と初めての共催事業となりましたが、

本の分類について学びブラジルの本を探すというミッシ

ョンも行いました。これからも図書館で様々な国の本に

触れてほしいと思います。  

 

しゃべり場 

 毎月第２・第４金曜日、午後２時から４時に開催して

います。普段は日本語で 

の交流を行っていますが、 

普通救命講習など防災に 

ついて学ぶ講座も開催し 

ています。 

森で多文化１ＤＡＹキャンプ 

８月１９日（金）、福井市少年自然の家で、遊びや料

理を通じて異文化交流をする１ｄａｙキャンプを開催

しました。 

午前中は、少年自然の家の職員の指導のもと、グルー

プに分かれてカレー作りを行い、午後は、パスポートを

持って各国の遊びを楽しみました。 

子どもたちはパスポー 

トに様々な国について発 

見したことを書きこんだ 

り、外国人からその国の 

言葉でメッセージをもら 

ったりして交流を深めました。 

このキャンプには大学や高専の学生さんもボランテ

ィアとして参加し、福井高専のイラスト部の学生さん

がフィリピンの方から聞いたお話をもとに紙芝居を作

り子どもたちに読み聞かせしてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「多文化祭」を開催しました 

  ８月２０日（土）、ハリピン４階で、福井市総合ボラ

ンティアセンターが主催するボランティアアカデミー

「国際コース」の受講者と「多文化祭」を開催しました。 

書道、民族衣装体験、遊び、しゃべり場、ビンゴなど 

様々なブースを設けましたが、１５０名の市民が参加

し大盛況となりました。 

参加したボランティアの声 

準備は大変で、当日まで不安だったけれど、終わってみ

ると達成感でいっぱいでした。 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通訳ボランティア研修会 

９月１１日（日）、戦国時代の武将・柴田勝家が築城

した北の庄城の跡、また柴田勝家とその妻お市を祀る

柴田神社の通訳ガイドの実践研修をしました。 

外国人参加者には、日本の歴史に深く興味を持って

いる人もいて、熱心に耳を傾けていいました。その後、

観光案内所、ハピリン館内を案内しました。 

参加した外国人の声 

歴史の話を聞きながら 

見学すると、新たな発 

見があり面白かったです。 

 

 

クッキングワールドツアー 

１１月５日（土）、 様々な国の食文化を理解し交流

を深めることを目的に、アメリカ、ブラジル、リトア

ニア、ロシア、バングラデシュの５か国のおやつ作り

を行いました。また、桜木図書館から出前図書館が来

て、様々な国に関する本の紹介をしていただきまし

た。 

参加した子どもたちは、 

カードを持ち、各国のお 

やつについて講師に質問 

して交流を深め、展示し 

た本の中から、それぞれ 

の国に関する本を探して 

異文化について学びました。 

多文化共生セミナー 

１１月１３日（日）、多文化共生社会について学ぶセ

ミナーを、福井市総合ボランティアセンターボランテ

ィアアカデミーとの共催で開催しました。 

ブラジル、バングラデシュ、韓国、中国のゲストか

ら、相談事例をはじめとして、宗教、就職、子供の教

育、子育てなどについてお話を聞きましたが、初めて

こういったお話を聞く参加者も多く、まず自分たちの

できる範囲でやれることをやろう！という意見が多

く飛び交いました。 

 

 

 

 

 

第１１回「天眼杯」中国国際少年児童漫画大会授賞式 

 ９月８日（木）、第１１回「天眼杯」特等賞および金

賞受賞者への授賞式を開催しました。 

中国国内および世界各国から４２，７００件の応募

があったなか、福井市からは、 

特等賞１作品、金賞１４作品、 

銀賞５作品、銅賞１６作品、 

優秀賞１４作品が選ばれま 

した。 

 

 

                  特等賞    
足羽第一中学校 

山田佳奈さんの作品         

 

異文化理解地域交流事業 

外国人講師派遣実績（７月以降） 

 

開催日 団体・個人名 内容詳細 参加者数

7/3（日） 明新小学校４年１組学級会 アメリカ、マレーシアの紹介 53

7/13（水） 岡保デイホーム ペルーの紹介 36

7/15（金） 松本公民館 ペルー料理 16

7/16（土） 豊公民館 韓国の紹介 50

7/20（水） 清水東デイホーム ドイツの紹介 13

7/21（木） すみれ児童館 ペルーの紹介 56

8/2（火） たけのこ児童館 ペルーの紹介 38

8/20（土） 日新公民館 ロシア、ペルー、ミャンマーの紹介 34

8/23（火） 清水北デイホーム ブラジルの紹介 45

9/1（木） あったかサロン ブラジルの紹介 20

9/6（火） ほのぼのサロン 韓国料理 23

10/1（土） 豊公民館 アメリカの紹介 24

10/6（木） デイホーム六条 ブラジルの紹介 17

10/14（金） デイホーム六条 中国の紹介 11

10/18（火） 国見公民館 ロシアの紹介 54

10/18（火） こすもす児童館 アメリカハロウィンの紹介 45

11/2（水） 上文殊デイホーム インドネシア料理 15



●しゃべり場 

 日時：９日（金）14:00～16:00 

 会場：ハピリン４階 

総合ボランティアセンター会議室 

●福井街角放送「ローカルでグローバル」 

 放送日時：７日、２１日（水）16:30～16:45 

●通訳ボランティア研修会 実践 

 日時：１１日（日）13:30～15:30 

 会場：グリフィス記念館 

●アメリカの家庭料理を作ろう 

 日時：１１日（日）13:30～16;00 

 会場：ＡＯＳＳＡ ６Ｆ 調理実習室 

 参加費：７００円 

●韓国水原市とのスカイプ交流 

 日時：１２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：啓蒙公民館 

 

●しゃべり場 

 日時：１３日（金）14:00～16:00 

    ２７日（金）14:00～16:00 

 会場：ハピリン４階 

       総合ボランティアセンター会議室 

●福井街角放送「ローカルでグローバル」 

 放送日時：４日、１８日（水）16:30～16:45 

●防災研修会 

 日時：１４日（土）14:00～16:30 

会場：福井市中消防署 

●韓国水原市とのスカイプ交流 

 日時：１６日（月）19:00～（予定） 

 会場：福井県国際交流会館 第３会議室 

●第２６回福井市ジュニア大使任命式・研修会 

 日時：２９日（日）9:10～12:00 

 会場：フェニックスプラザ 会議室 

 

●日本語サポートクラス 

 日時：１２日、２６日（木）16:00～17:00 

 会場：啓蒙公民館 

●しゃべり場 

 日時：１０日（金）14:00～16:00 

    ２４日（金）14:00～16:00 

       会場：ハピリン４階 

       総合ボランティアセンター会議室 

●福井街角放送「ローカルでグローバル」 

 放送日時：１日、１５日（水）16:30～16:45 

●日本語サポートクラス 

 日時：９日、２３日（木）16:00～17:00 

 会場：啓蒙公民館 

●しゃべり場 

 日時：１０日（金）14:00～16:00 

    ２４日（金）14:00～16:00 

       会場：ハピリン４階 

       総合ボランティアセンター会議室 

●第２６回福井市ジュニア大使フラトン市派遣 

期間：１７日（金）～２４日（金） 

    

12月 

1 月 

3 月 

2 月 

【海外コラム】韓国の冬  

最近、韓国の冬はますます寒くなっていく気がしま

す。人々がポケットに手を突っ込んで歩いている街に

は、キラキラ光るクリスマスツリーが飾られたり、募金

を求める鐘の音があちこちで聞こえていたりします。 

そんな時、思い浮かぶのが温かい冬の食べ物です。冬

になると皆が楽しみにするものが韓国風のたい焼きで

す。韓国での正式な名称を日本語にすると「フナパン」

になります。普通 200 円で 4 個ぐらい買えます。日本

とは少し違って、もっと小さく、外はパリパリ、中はや

わらかいです。このパンはお店ではなく、冬の時だけ出

てくる小さいトラックでしか食べられませんので、こ

れの醍醐味は味より寒い街でたまたま見かけ、熱い「フ

ナパン」を両手で握った時に感じる温かさにあるかも

しれません。 

寒い冬の韓国で体が凍ってしまいそうな時、温かい

「フナパン」はどうですか？(^o^) 

（福井市の友好都市・韓国水原市出身のイユジンさん） 


