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　石川県内の国際交流団体が参加する北陸最大級の国際交流イベント「かなざわ国際交流
まつり2019」が、10月に金沢市役所庁舎前広場で開催されます。世界のさまざまなダン
ス、楽器演奏などが楽しめるステージや、世界の料理やスイーツが味わえるブース、多様
な体験プログラムなど、金沢に居ながらにして世界各国の多彩な外国文化に触れられる内
容が盛りだくさんです。ぜひご来場ください。

●日時：2019年10月12日（土）・13日（日）10:00～16:00
●会場：金沢市役所庁舎前広場

●内容：ワールドステージ（和太鼓演奏、バリ舞踊、二胡演奏、ベリーダンスなど）
　　　　ワールドグルメ（世界の料理やスイーツなど販売）
　　　　ワールドバザール&インフォメーション
　　　　（フェアトレード商品やグッズの販売、市内国際交流団体の活動紹介など）
　　　　体験コーナー（書道、折り紙、世界の民族衣装体験など）
●入場料：無料／雨天決行
●問い合わせ：金沢国際交流財団
　　　　　　　TEL：076－233－8000　URL：http://www.kief.jp
●主催：かなざわ国際交流まつり2019運営委員会

KIEF活動予定
かなざわ国際交流まつり2019

　金沢国際交流財団では、ボランティアのみなさんと一緒に事業を進めています。国際交
流や多文化共生の活動に興味のある方、説明会に参加してみませんか？

●日時：2019年９月14日（土）10:30～12:00
●会場：金沢国際交流財団　KIEFひろば（金沢市本町１－５－３　リファーレ２Ｆ）
●参加費：無料
●申込み：金沢国際交流財団
　　　　　TEL：076－220－2522　E-mail：kief@kief.jp　URL：http://www.kief.jp

第２回  金沢国際交流財団新規ボランティア募集説明会

　石川県内の高校に進学を希望している外国籍の子どもや保護者を対象に、高校進学の仕組みや進路に関する情報提供と相談
に応じる「高校進学説明会」を平成21年度から開催しています。外国人住民の増加に合わせ、日本語を母語としない子ども
たちも増えてきており、子どもたちが日本で安心して生活し、必要な教育を受けることができる環境づくりが求められてい
ます。母国語の通訳がいることで、母国とシステムが違う日本の高校入試制度についての理解が図られるだけでなく、先輩
の体験談を聞くことで、勉強の仕方や高校選びの参考になり、子どもたち自身の「高校に入りたい」という動機づけになって
います。また、外国につながる児童生徒に、日本語・教科支援を行っている「金沢子どもスタディサポート」の協力を得るこ
とで、継続的な学習支援にもつなげています。今年度は下記のとおり開催します。お気軽にご参加ください。

●日時：2019年９月29日（日）13:30～15:00
●会場：近江町交流プラザ４F　研修室１（金沢市青草町８８）
●参加費：無料
●申込み：金沢国際交流財団
　　　　　TEL：076－220－2522　E-mail：kief@kief.jp　URL：http://www.kief.jp

日本語を母語としない生徒と保護者のための高校進学説明会
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　金沢市では、外国人観光客の増加に加え、留学生や技能実習生など地域に暮らす外国人の方々も年々増加している

傾向があります。地域に暮らす中で、様々な生活上の課題を抱え、地域コミュニティの情報や交流を十分にとれずに

孤立を深めてしまう方もおられます。

　このような状況のもと、日本人と外国人がお互いに理解して、尊重し合い、同じ地域社会の一員として交流を深め

ることができる多文化共生の地域づくりを推進していくことがますます重要になってきます。

　当財団では、今年度、留学生などの外国人が特に多く在住している田上・

杜の里地域において、公民館、町会、児童館、大学等の関係者、地域で活動

するボランティア、在住する外国人の方々、多文化共生ソーシャルワークの

専門家からなる「第１回地域連絡会議」を開催しました。

　会議では、現在田上・杜の里地域で実施されている交流事業や、日本語教

室、大学の留学生の状況などをお互いに紹介しあい、抱えている課題などを

共有しました。今後の地域会議では、留学生を対象にしたニーズ調査の実施、

結果分析、今後取り組んでいくべき連携事業などを話し合い、多文化共生に

向けた地域づくりへのあゆみを進めます。

　金沢国際交流財団では、毎年外国人市民向けの必要な生活情報冊子「金沢生活ガイド～あなたも金沢市民～」を発

行しています。これまで英語、中国語、韓国語、ポルトガル語の４か国語対応でしたが、この度、インドネシア語版

を６月に新たに作製いたしました。近年、特にインドネシア留学生とその家族が急増し、インドネシア語版の生活情

報誌の発行に関する要望を多く受けていたためです。先日、石川県留学生交流会館で行われている日本語教室に来て

いた金沢大学の留学生家族に、配布をさせていただきました。必要な方は、当財団で冊子をお渡しすることができま

すし、当財団のホームページからもダウンロードすることができますので、ぜひご活用ください。

（URL　http://www.kief.jp/report.html）

KIEFの多文化共生に向けた取り組み

第１回「田上・杜の里地域連絡会議」が開催されました

金沢生活ガイド～インドネシア語版～が発行されました

地域連絡会議の様子

インドネシア留学生家族へ配布一番右がインドネシア語版
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2 KIEF事業報告

私たちの地域を共に支える外国人市民の“サラメシ”展 20195/12（日）

留学生のための金沢文化体験イベント
「浴衣着用・長町武家屋散策」 　昨年に引き続き、NHKで放映されている「サラメシ」を参考に、様々な“しごと”に従事している外国人市民のランチ

を取り上げ、ランチの裏に秘められたこだわりやエピソードを紹介した写真パネル展「私たちの地域を共に支える外国人

市民のサラメシ展2019」を開催しました。この展示については、大変好評で続編を期待する声が多くあることから、今

回さらに多くの外国人市民28名にご登場いただき、彼らの現在の生活の中で関わりの深いランチ、金沢での生活や仕事

にまつわるエピソード、母国ではどんなサラメシを食べていたのかなどを、写真パネルで紹介しました。昨年実施した

際、「パネルで紹介している料理を食べてみたい」という声が寄せられ、今回は、パネル登場者と来場者との交流の機会

として、「サラメシ試食交流会」と「サラメシ料理教室」を関連イベントとして開催しました。また、泉野図書館２Ｆア

ートホールでは巡回展も実施し、たくさんの人にパネルを見ていただくことができました。

　今年４月には、深刻な人手不足などに対応するため、外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管法が施行されまし

た。これから私たちの身近にもさらに外国人市民が増えることが予想されます。彼らは単に労働力を提供する存在だけで

なく、生活者として私たちと共に暮らしていく隣人であり、地域社会の中で彼らをどう受け入れていくのかは、私たち一

人ひとりが考える必要があります。今後も金沢で暮らす外国人市民の暮らしやメッセージを記録し、伝える活動を続けて

いきたいと思います。

　小学校３～６年生20名を対象に、将来のグローバル人材育成を目指し、英語で行われる体験プログラムを通じて、世

界の様々な国の文化について理解を深めるセミナーを７月25日、８月８日、８月22日の３回に渡り実施しました。

　第１回は、フィリピン出身のジェニーヴァさんが講師を務めました。彼女が子どもの頃に遊んだ輪ゴムを使ったゲーム

を教えてもらい、グループに分かれ、競い合いました。その後フィリピンについてのプレゼンテーションを聞き、学校の

様子などを学びました。

　第２回は、インドネシア出身のイマンさん、アリフィアンさん、ハナさんが担当しました。竹でできた伝統楽器「アン

クルン」の演奏を聞いたあと、子どもたちは先生から音の出し方を教えてもらいました。その後先生たち協力のもと、子

どもたちが力をあわせ、「きらきら星」を演奏しました。講座が始まる前、子どもたちはインドネシアのイメージが思い

浮かばないと話していましたが、終わるころにはインドネシアの文化、言葉などたくさんのことを学んだ様子でした。

　第３回はアメリカ出身のジュリアンさんが講師を務めました。移民の国アメリカの中でコロンビアにルーツを持つジュ

リアンさんは、子どもの頃に食べたアボカドディップの「ワカモーレ」を子どもたちと一緒に作りました。３回のセミナ

ーでの体験を通して、子どもたちは色々な国のことを楽しく学び、もっと世界の人たちと英語で交流してみたいという気

持ちを一層強く持ったようでした。

体験型グローバルキッズセミナー・夏

　主に新規留学生を対象に、金沢のまちに対する親しみ
や愛着を一層深めていけるよう、金沢の歴史を学び、伝
統文化を体験する機会を定期的に提供しています。
　５月に行われた第１回では、浴衣を着用し、昔ながら
の土塀や石畳の小路が残る長町武家屋敷跡を、ボラン
ティアさんの案内のもと散策しました。留学生たちは、
自分好みの浴衣を選び、タイムスリップしたかのような
風情のある街並みを歩くことができて、大変満足した様
子でした。毎年この時期大人気の企画です。

5/22（水）

ワールドクッキング教室
「春野菜を美味しく食べようベルギー料理」

　ベルギー出身の金沢市国際交流員、ベルトさんによる
ワールドクッキング教室を、中央公民館長町館で開催し
ました。ベルギー料理は、隣国のフランスやドイツの影
響を受けながら、ベルギー郷土の味が加わったものと言
われています。今回は、ベルギーの名産、芽キャベツを
使った「芽キャベツのキッシュ」と、バターと卵、パセ
リを使ったソースをかけて食べる「フラマン風アスパ
ラ」、ベルギーの伝統的なデザート「ライスプディン
グ」の３品を作りました。また、ベルギーの春のお祭り
として有名な「フランダースの自動車ロードレース」や
ゲントの「花祭り」などを楽しく紹介していただきまし
た。参加者の方々には、普段なかなか目にすることがで
きないベルギー料理や文化について、興味を持っていた
だけたようです。

6/22（土）

せかいのおともだちをつくろう
－ 杜の里児童館共催事業 －

　田上、杜の里地域には、近隣大学に通う留学生が多く暮
らしています。単身の方達だけでなく、配偶者、子どもを
伴って学ぶ方達も多く、近隣の学校、保育園、児童館など
にも多くの外国人の子どもが通っています。
　６月22日（土）に杜の里児童館との共催事業「せかいの
おともだちをつくろう」を開催し、外国人親子、日本人親
子60名が参加しました。前半は、留学生によるインドネ
シアの伝統楽器『アンクルン』の演奏を聞いた後、日本人
親子・外国人親子がグループに分かれ、実際にアンクルン
に触れ、音を奏でる体験をしました。その後、『メリーさ
んのひつじ』を一緒に演奏しました。後半の保護者同士の
交流では、日本人保護者から、外国人保護者に子育てで苦
労したことや文化の違いについて質問などが相次ぎ、にぎ
やかな時間となりました。

7/17（水）・24（水）

シニアのための英会話
はじめの一歩

　60歳以上の英語初心者を対象とした、シニア向け英会
話講座を開催しました。アメリカ出身の金沢市国際交流
員ヘイリーさんが講師となり、英語での挨拶や自己紹
介、趣味などを伝える時の簡単なフレーズなどを学びま
した。
　参加された方々は、英語が大好きという方や、久しぶ
りに英語に触れる方など様々でしたが、ヘイリーさん自
作のシナリオを片手に、皆さん意欲的に講座に臨んでお
られました。ネイティブの英語の発音に悪戦苦闘しなが
らも、親しみやすいヘイリーさんの人柄もあり、積極的
に交流を楽しんでおられました。今回は１回のみの講座
でしたが、これをきっかけに、英会話を本格的に学んで
みようかな、と思っていただければ幸いです。

せせらぎ通りの橋にて 当日のメニュー土塀のまちなみにて 参加者と一緒に記念撮影 展示会の様子 サラメシ試食交流会 泉野図書館での巡回展

英語での自己紹介ゲーム アンクルンをみんなで演奏 ワカモーレ作りに悪戦苦闘！？アンクルンの練習風景 参加者に質問するヘイリーさんみんなで記念撮影 ヘイリーさん作シナリオ
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た。参加者の方々には、普段なかなか目にすることがで
きないベルギー料理や文化について、興味を持っていた
だけたようです。

6/22（土）

せかいのおともだちをつくろう
－ 杜の里児童館共催事業 －

　田上、杜の里地域には、近隣大学に通う留学生が多く暮
らしています。単身の方達だけでなく、配偶者、子どもを
伴って学ぶ方達も多く、近隣の学校、保育園、児童館など
にも多くの外国人の子どもが通っています。
　６月22日（土）に杜の里児童館との共催事業「せかいの
おともだちをつくろう」を開催し、外国人親子、日本人親
子60名が参加しました。前半は、留学生によるインドネ
シアの伝統楽器『アンクルン』の演奏を聞いた後、日本人
親子・外国人親子がグループに分かれ、実際にアンクルン
に触れ、音を奏でる体験をしました。その後、『メリーさ
んのひつじ』を一緒に演奏しました。後半の保護者同士の
交流では、日本人保護者から、外国人保護者に子育てで苦
労したことや文化の違いについて質問などが相次ぎ、にぎ
やかな時間となりました。

7/17（水）・24（水）

シニアのための英会話
はじめの一歩

　60歳以上の英語初心者を対象とした、シニア向け英会
話講座を開催しました。アメリカ出身の金沢市国際交流
員ヘイリーさんが講師となり、英語での挨拶や自己紹
介、趣味などを伝える時の簡単なフレーズなどを学びま
した。
　参加された方々は、英語が大好きという方や、久しぶ
りに英語に触れる方など様々でしたが、ヘイリーさん自
作のシナリオを片手に、皆さん意欲的に講座に臨んでお
られました。ネイティブの英語の発音に悪戦苦闘しなが
らも、親しみやすいヘイリーさんの人柄もあり、積極的
に交流を楽しんでおられました。今回は１回のみの講座
でしたが、これをきっかけに、英会話を本格的に学んで
みようかな、と思っていただければ幸いです。

せせらぎ通りの橋にて 当日のメニュー土塀のまちなみにて 参加者と一緒に記念撮影 展示会の様子 サラメシ試食交流会 泉野図書館での巡回展

英語での自己紹介ゲーム アンクルンをみんなで演奏 ワカモーレ作りに悪戦苦闘！？アンクルンの練習風景 参加者に質問するヘイリーさんみんなで記念撮影 ヘイリーさん作シナリオ
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　石川県内の国際交流団体が参加する北陸最大級の国際交流イベント「かなざわ国際交流
まつり2019」が、10月に金沢市役所庁舎前広場で開催されます。世界のさまざまなダン
ス、楽器演奏などが楽しめるステージや、世界の料理やスイーツが味わえるブース、多様
な体験プログラムなど、金沢に居ながらにして世界各国の多彩な外国文化に触れられる内
容が盛りだくさんです。ぜひご来場ください。

●日時：2019年10月12日（土）・13日（日）10:00～16:00
●会場：金沢市役所庁舎前広場

●内容：ワールドステージ（和太鼓演奏、バリ舞踊、二胡演奏、ベリーダンスなど）
　　　　ワールドグルメ（世界の料理やスイーツなど販売）
　　　　ワールドバザール&インフォメーション
　　　　（フェアトレード商品やグッズの販売、市内国際交流団体の活動紹介など）
　　　　体験コーナー（書道、折り紙、世界の民族衣装体験など）
●入場料：無料／雨天決行
●問い合わせ：金沢国際交流財団
　　　　　　　TEL：076－233－8000　URL：http://www.kief.jp
●主催：かなざわ国際交流まつり2019運営委員会

KIEF活動予定
かなざわ国際交流まつり2019

　金沢国際交流財団では、ボランティアのみなさんと一緒に事業を進めています。国際交
流や多文化共生の活動に興味のある方、説明会に参加してみませんか？

●日時：2019年９月14日（土）10:30～12:00
●会場：金沢国際交流財団　KIEFひろば（金沢市本町１－５－３　リファーレ２Ｆ）
●参加費：無料
●申込み：金沢国際交流財団
　　　　　TEL：076－220－2522　E-mail：kief@kief.jp　URL：http://www.kief.jp

第２回  金沢国際交流財団新規ボランティア募集説明会

　石川県内の高校に進学を希望している外国籍の子どもや保護者を対象に、高校進学の仕組みや進路に関する情報提供と相談
に応じる「高校進学説明会」を平成21年度から開催しています。外国人住民の増加に合わせ、日本語を母語としない子ども
たちも増えてきており、子どもたちが日本で安心して生活し、必要な教育を受けることができる環境づくりが求められてい
ます。母国語の通訳がいることで、母国とシステムが違う日本の高校入試制度についての理解が図られるだけでなく、先輩
の体験談を聞くことで、勉強の仕方や高校選びの参考になり、子どもたち自身の「高校に入りたい」という動機づけになって
います。また、外国につながる児童生徒に、日本語・教科支援を行っている「金沢子どもスタディサポート」の協力を得るこ
とで、継続的な学習支援にもつなげています。今年度は下記のとおり開催します。お気軽にご参加ください。

●日時：2019年９月29日（日）13:30～15:00
●会場：近江町交流プラザ４F　研修室１（金沢市青草町８８）
●参加費：無料
●申込み：金沢国際交流財団
　　　　　TEL：076－220－2522　E-mail：kief@kief.jp　URL：http://www.kief.jp

日本語を母語としない生徒と保護者のための高校進学説明会


