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　派遣前に、生徒たちは数回行われる事前研修に参加します。英語でのスピーチや、オーストラリアの生徒
たちに披露する劇などの練習はもちろん、この研修に参加して何を得たいのか、どんな自分になりたいのか
目標を立て、実行委員会スタッフやＯＢ・ＯＧによる厳しい指導を受けた上でオーストラリアに旅立ちます。
　異文化での生活や、自分の英語が通じたこと等が自信につながり、派遣を終えると堂々とたくましい姿で
帰国しました！
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　南砺市友好交流協会には、国内外の都市と交流している 19 団体が加盟しており、加盟団体では
それぞれ小学生・中学生・一般（高校生含む）交流事業を行なっています。今年度実施された交流
事業のうち、２事業を紹介します。

中学生
交流 南砺市中学生オーストラリア派遣事業

　8 月 10 日（日）～ 19 日（火）、10 日間の日程で、
南砺市中学生オーストラリア派遣実行委員会が、南砺市
中学生オーストラリア派遣事業を実施しました。
　この事業は、「南砺市中学生海外派遣事業」のうちの
１つで、井波・福光・吉江・福野中学校の生徒 15 人が
参加しました。
　交流先のアーミデルハイスクール生徒宅へのホームス
テイや、学校の授業への参加など、現地の生徒と同じよ
うに学校生活を送りました。交流は、日本語クラスの生
徒が参加しているため、ある程度は日本語が話せる子が
多く、日本語と英語を交えてコミュニケーションを取っ
ていました。約１週間のアーミデルの滞在を終えて空港
での別れの際、涙を流して別れを惜しむ生徒もおり、短
い日程でしたが交流を深めることができました。
　また、１か月後の 9 月 19 日（金）～ 24 日（水）の
6 日間、今度はアーミデルハイスクールの皆さんが南砺
市を訪問し、市内観光をはじめ、ホームステイや、井波・
吉江・福野中学校にわかれて授業に参加しました。

事前研修を経て…
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　当日は交流ボランティアの皆さんに運営のご協力をいただき、大盛況に終了いたしました。
　次回のフェスティバルでは、準備段階から企画・運営を一緒にしてくださるボランティアスタッフを募集
します！興味のある方はお問合せ下さい。

なんと国際交流フェスティバル第８回

　7 月 13 日（日）、福光福祉会館にて、第 8 回なんと
国際フェスティバルを開催しました。12 団体のブース
出展、世界の音楽等のパフォーマンス、中国の本場のワ
ンタンスープ作り体験、民族衣装・楽器の展示、その他
パンの販売や協賛企業の景品が当たるお楽しみ抽選会を
実施しました。

　ブース出展では、国際交流団体による活動紹介、
在住外国人による出身国の紹介など 12 団体に出
展いただきました。展示の他クイズ、体験コーナー
も有り、楽しみながら世界の文化に触れていただ
けたと思います。
　パフォーマンスステージでは、筝の演奏や福光
青葉幼稚園児の英語の歌、ハワイアンフラダン
ス、西アフリカの太鼓の演奏と歌、フィリピンの
フォークダンスが披露されました。会場の皆さん
も一体となり盛り上がりました。

小学生
交流 半田市乙川東小学生受入事業

　7 月 24 日（木）～ 26 日（土）、たいら地域交流の会が、半田市乙川東小学生
受入事業を行ないました。愛知県半田市乙川東小 5 年生の児童 67 人が、平地域
を訪れ、自然の中での岩魚つかみ体験、紙漉き体験など自然や伝統文化に触れる
体験、上平小５年生の児童とのささら作りやドッジボールを一緒に行ない、
親睦を深めました。
　愛知県半田市は、旧平村の友好都市であり、毎年夏に行われています。
半田市は海に面しており、南砺の大自然の中での活動は、初めての体験も
多く、乙川東小の児童にとっては新鮮なことばかりです。また上平小の児
童たちも、一緒に交流し、普段はできない大勢でのドッジボールが嬉しく
てしょうがないようでした。

作ったささらを
使って、こきりこを
一緒に踊りました！

　7月 27日（日）から30日（水）の3泊 4日で、市の
委託事業として、南相馬こどものつばさ受入事業を、東町
町内会の協力を得て実施しました。
　東日本大震災で被災した福島県南相馬市の子供たちに「外

で思いっきり遊んでほしい」という想いから、NPO法人南相馬こどものつばさが、毎年
夏に日本各地で開催しているプログラムで、南砺市も災害支援の一環として行なっていま
す。南相馬の小学5,6 年生 28人と引率1人の計29人が南砺市を訪れ、井波地域東町
児童クラブの子供たちと一緒にカヌー体験、閑乗寺公園でのカレー作りや井波の木彫り体
験を行ないました。自然いっぱいの中で思いっきり遊び、「また南砺市に来たい」と言っ
てくれるほど、楽しい夏の思い出になったようです。

南相馬
こどものつばさ
受入事業

南相馬
こどものつばさ
受入事業
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南砺市福紹会「とやま国際草の根交流賞」受賞！
　11 月 29 日（土）富山市で開催された、公益財団法人とやま国際セ
ンターの創立 30 周年記念式典において、当協会加盟団体の南砺市福
紹会が「とやま国際草の根交流賞」を受賞されました。
この賞は、地域に根差した国際交流活動または国際協力活動を通じ、
富山県の国際化に貢献した個人又は団体に贈られるものです。南砺市
福紹会は、南砺市と友好都市締結している中国・紹興市との相互交流や、
市内各催しでの紹興市の紹介を通し、紹興市との友好親善や普及活動
を推進しています。南砺市福紹会の皆様、受賞おめでとうございます！

南砺市合併 10 周年記念表彰
　11 月 1 日（土）、南砺市合併 10 周年記念式典において、南砺市合併に際し統合または設立され、新
市の一体感の醸成や市政の運営に尽力された個人・団体の表彰式が行われ、当協会も表彰されました。
　当協会は、市合併後の平成 19 年 3 月 28 日に設立され、旧 8 町村で行われていた友好都市との国内外
交流事業を引き継ぎ、また多文化共生事業についても取り組んでいます。今後も友好都市との交流事業や、
多文化共生事業を推進していきますので、今後とも、皆様のご支援ご協力よろしくお願いします。

写真左より
会長 　西村勝三氏、事務局長 森田省三氏

　10 月 29 日（水）から 3 回のコースで、黒部市国際交流員ラシャ
ペル・ユーゴ・ヒョセーさんを講師に迎え、カナダの社会や言語を
学ぶ講座と、雪の上で作るメープルシロップキャンディー作りを行
ないました！
　皆さんは、カナダに対してどんなイメージをお持ちですか？英語
圏の国というイメージが強いと思いますが、カナダでは公用語の英
語とフランス語のほか、先住民族の言語、移民の出身地の言語等様々
な言語が存在しています。
　また、移民も多いのでカナダ内には多様な民族が暮らしています
が、「カナダに住めばカナダ人」という言葉があり、出身や民族・宗
教に関わらず、「カナダ人」として受け入れる考え方が一般的だと紹
介していただきました。
　日本とは少し違った考え方に皆さん驚いていましたが、多文化共
生の先進国カナダの実情を学び、私たちも多文化共生について考え
る良い機会になりました。

ワールドカルチャー教室−カナダ編

先住民族の言語「イヌックティツット語」
で、自分の名前を書いてみました！

◆イヌックティツット語◆
　カナダ北部に住むイヌイットた
ちの言語です。基本的に文字の形
で子音が、文字の向きで母音が決
まり、母音は３つあります。
例えば
　　　△→ [i]
　　　▷→ [u]
　　　◁→ [a] となります。

安曇野市民交流バスツアー 　11 月 14 日（金）

　長野県安曇野市を訪れる市民交流バスツアーを実施しました。安曇野
市とは、南砺市が、友好都市の東京都武蔵野市の“武蔵野交流市町村協
議会”に加盟している縁から、29 人の市民の皆さんと訪問しました。
　安曇野ちひろ美術館の見学やガラス工房での絵付け体験を行ないまし
た。また、町を散策しながらの道祖神めぐりでは、安曇野の自然豊かな
景色を堪能しながら、安曇野案内人クラブのガイドさんのユーモアある
解説で、楽しみながら理解することができました。
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南砺市友好交流協会
〒 939-1654　南砺市福光 5260 福光福祉会館 1 階事務所内
TEL：0763-52-4548　　FAX：0763-52-3023
MAIL：info@nanto-ykk.org
ホームページ：http://www.nanto-ykk.org　　Facebook でも情報発信しています！

　2ヵ月に 1度、国際交流員ゲイブが市内保
育園と私立幼稚園の15園をまわり、園児たち
と英語に親しむ「えいごであそぼう」を実施し
ています。絵本を見ながら野菜や果物等の単語
を英語で発音したり、英語を使ったゲームで、
英語に慣れ親しんでもらう事業です。
見慣れない顔立ちや、普段あまり触れる機会の

ない発音に園児たちは
目を輝かせ、ゲイブの
発音を一生懸命真似し
ながら、上手に発音し
ていました。

えいごであそぼう

Orange!
Banana!

　国際交流員ゲイブによる英会話教室を実施し
ています。ゲイブの発音を聞いて、単語やフレー
ズを自分で発音し、文章を作りながら、基本的
な日常会話から、海外に行った時に実際に使え
る表現を学びます。
　右上の写真は、グ
ループに分かれ、ボ
ストン・ワシントン
D.C.・ニューヨーク
の電車の路線図を見
ながら、参加者同士
で観光地への行き方
を英語で尋ね、外国
へ行った時に駅で使
えるフレーズを学習
しました。

英会話教室

国際交流員を派遣します！
　アメリカ合衆国・コネチカット州出身の国際交流員ゲイブが、
アメリカの文化等を紹介する「国際出前講座」を行ない、地域
市民の相互理解と国際性の促進を図っています。
　是非、公民館事業、老人クラブ、婦人会などの各団体の開催
をお待ちしています。アメリカの文化紹介に限らず、講座内容
や形式はご相談下さい。

スライドショーを使っ
て、アメリカの紹介を
しますよ！

交流事業パネル展を
開催しています

★2/23（月）～ 3/2（月）
　　　　　　井波コミュニティセンターアスモ１階

 ★3/ 3（火）～ 3/10（火）
　　　　　　中央図書館（福光）

★3/12（水）～ 3/20（金）
　　　　　　福光福祉会館１階ロビー

にほんご広場
　　　なんと
　南砺市に住む外国人の方を対
象とした日本語を学ぶ場を月２
回開催しています。ほとんど日
本語を話せない方を対象とした
「入門クラス」は、専門の講師
が日本語を教えています。
　また、日本語を学びたい外国
人の方は、南砺市友好交流協会
にご連絡下さい。


