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南砺市友好交流協会は、南砺市と国内外友好都市との市民交流事業の推進を基本とし、広く文化・教育・産業等多方面
にわたる交流を図りながら、相互の理解と繁栄に貢献することを目的に、平成 19 年 3 月 28 日に設立されました。
今年度の活動報告とともに本協会の事業を紹介致します。

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

交流事業

それぞれ小学生・中学生・一般（高校生含む）交流事業を行っています。
今回は、今年度実施された交流事業のうち、2 事業を紹介します。

第 14 次ラオス訪問団（国際交流）
中国など 5 か国に囲まれ、東南アジアで唯一海に面していない
内陸国で、東南アジア最後の桃源郷ともいわれているラオス。
そのラオスに、平成 30 年 2 月 1 日（木）から 2 月 6 日（火）
南砺ラオス会の訪問団 11 名が訪れました。

ルアンパバーン県知事を表敬訪問

ラオスとの交流は平成 15 年 JA 福光青年部吉江支部の
50 周年記念事業として、運動会をラオス共和国で開催
したことから始まりました。その後は毎年訪問団を派遣。
平成 28 年には首都ビエンチャンの中学校教員の皆さんが
南砺を訪れ、交流・視察をされました。
今回の訪問では、世界遺産の町があるルアンパバーンの
県知事を表敬訪問した他、地元の警察や病院、小学校へ
交通安全器具、車いす、桜の木、文具などを寄贈しました。
また第 6 回となるペタンク交流大会を開催し、現地の人々

バーンサンハイ小学校の児童に文具を寄贈

との交流を深めました。南砺ラオス会は今後も継続的な支援と交流をしていきます。

北海道中札内村・南砺福野地域
小学生自然体験交流（国内交流）
7 月 28 日（金）から 7 月 31 日（月）、北海道中札内（なかさつない）村の
児童が南砺市を訪れました。南砺市福野地域友好協会が主催する福野・中札
内村交流事業によるもので、福野地域の子ども達と交流を深めました。
中札内村児童のよさこい披露

中札内村と旧福野町は、どちらもイモの産地であることがきっかけとなり、
平成 5 年 11 月に友好提携を結びました。平成 10 年から小学生自然体験交流
が始まり、1 年交代で児童の訪問・受入をしています。
今年度は福野地域を拠点に、井波地域の散策や五箇山地域での和紙すき

写真２

体験・菅沼合掌集落の見学、氷見での海水浴などを楽しみました。最後に両
地域の児童が力を合わせて作り上げた壁新聞には、
「合掌集落で富山にしか

菅沼合掌集落にて

ない物を見られた」「（福野の）友達や中札内の人たちと海に入って遊ぶのが
楽しかった。また一緒に行きたい。
」などの感想が寄せられました。

相互理解促進事業

7 月 9 日（日）
、福光福祉会館にて、第 11 回なんと国際交流フェスティ
バルが開催され、約 500 人（関係者含む）の来場者でにぎわいました。
9 団体のブース出展、世界の踊りや音楽のステージパフォーマンス、フィ
リピンの春巻き「ルンピャン シャンハイ」作り体験、民族衣装展示と試着、
ご協賛企業の景品が当たるお楽しみ抽選会等を実施しました。
ご来場の皆様はじめ、ご協力頂きました交流ボランティアの皆様、ご出
演ご出展いただいた皆様、ご協賛企業の皆様、ありがとうございました！
第 12 回
なんと国際交流フェスティバル
平成 30 年 7 月 8 日（日）開催決定！

交流ボランティア募集！
一緒にフェスティバルを

作り上げてみませんか？
準備段階から企画・運営を一緒にし
て下さるボランティアスタッフを募
集しています！詳しくは、南砺市友好
交流協会（52-4548）までお問合わせ
下さい♪ご連絡お待ちしています！

教室
身近に外国の

国際理解出前講座
市国際交流員のケイトさん（アメリカ出身）が、

文化や社会につ

市内の公民館行事、老人クラブ、婦人会などで外国

いて学ぶことの

文化を紹介する出前講座を行っています。海外の文

できる講座。平成

化に触れ、一緒に異文化について話しながら楽しん

29 年度は、
南砺市

でみませんか？お申込み・お問合せは南砺市友好交

国際交流員の

流協会（52-4548）まで。

ガナパシ・プラモドさんに、ご両親の出身国・インド
を 3 回シリーズ（北／東インドの歌、西インド舞踊、

出前講座の例 ●アメリカ文化・社会の紹介
●海外から見た日本・南砺

南インドカレー）で紹介していただきました。
そのうち、人気のあ
ったインド舞踊（ダン
ス）の特別講座を改
めて開催しました。
南砺市民病院にて

中央図書館にて

語学普及事業

えいごであそぼ
市国際交流員が保育園や幼稚園を回り、子ど

ハロウィンってなぁに？

も達と一緒に「えいご」を使って遊びます。「え
いご」に触れることはもちろん、幼少期から国際
交流をする機会となればと考えています。
今年度は、アメリカのディスコダンスやインド
のりのり♪ディスコダンス

のダンス、ゲーム等を通して、楽しく英語に触れ
ました。

英語でおしゃべり♪

特別編

茶ット ROOM

英語 de スイーツ
～Christmas～

夜の部は、市内 ALT の参加もあり

国際交流員と、テーマに

12 月 16 日（土）
、茶ット ROOM

沿って気楽に楽しく英語

の特別編として、スイーツ大好きケ

でおしゃべりをします。昼

イトさんが、アメリカのクリスマス

の部と夜の部があります。

スイーツ・ロシアンティケーキを紹

昼の部は、お子様連れのマ

介。作り方を英語で説明。その後は、

マの参加も大歓迎です！

作ったスイーツを頂きながら、英語
で楽しくおしゃべりを楽しみまし

※2018 年度も開催！詳細は HP・Facebook でチェック♪
場所／福光福祉会館

た。

参加料／100 円(１回) 対象／高校生以上

期間／春季 4 月 5 日（木）～7 月 26 日（木）
時間／昼：
（全 8 回）
：原則 隔週木曜 13 時～14 時
夜：（全 7 回）
：原則 隔週火曜 19 時～20 時

ロシアンティ
ケーキ

お申込／南砺市友好交流協会 52-4548 ※要予約（定員あり）

支援協力事業
日本語教室

にほんご広場なんと

受講者随時
募集中！
お近くに日本語を話せなくて
お困りの方がいらっしゃいま
したら、南砺市友好交流協会ま
でお気軽にお問合せ下さい。

外国人の方を対象に、日本語教室を開催しています。
月 2 回・日曜 10:00～11:30。
入門 初歩的な日常会話を学びます。
クラス 専門の日本語教師が担当。福光福祉会館にて。
活動 日本語や日本の生活習慣について学びます。
クラス ボランティアにより運営。福光公民館にて。

ケイトと
呼んで下さい！

英語で作り方を習う参加者
(左から 2 人目：ケイトさん)

南砺市国際交流員の紹介

ガナパシ・プラモドさん（任期 2016.8 月
～2017.7 月）に替わり、ケイト・エラーホ
ーストさんが着任しました。よろしくお願
いします！
出身 アメリカ・オハイオ州
趣味 ゲーム、読書、旅行
お菓子作り
交流員としての抱負

南砺市国際交流員
ケイトさん

南砺市や日本の素晴らしい文化や伝統を
知るとともに、南砺市の皆さんに異国の生
き方や考え方を知って貰いたいと思ってい
ます。話し合って、教え合って、分かり
合いましょう！

交流事業

平成 29 年度 加盟団体実施の交流事業
国内交流

国際交流
月

事

業 名

4

南砺市福紹会第 12 次友好訪中団

月

8

遣

10
2
3

愛知県半田市小学生交流雪贈呈事業

9

武蔵野交流事業（利賀小）

南砺市中学生アメリカ・ポートランド

遣

10

市民交流バスツアー（愛知県半田市へ）

国際交流派遣事業

11

むさしの青空市派遣事業

第 14 次ラオス訪問団

12

金沢・南砺ふれあいの旅

南砺福光高等学校国際交流事業

2

金沢・南砺ゆかりの集い

（オーストラリア・メルボルン市）

半田市乙川東小学校受入事業（上平小）
武蔵野交流事業（利賀小）

7
受

中国・紹興市との友好交流
7

輪島市門前お小夜まつりバスツアー

派

6

入

8
南砺市中学生アメリカ・マルボロ交流事業

ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ小学校国際交流事業（福野小）
受

業 名

武蔵野桜まつり派遣事業
4

南砺市中学生オーストラリア派遣事業

派

事

福野地域・中札内村小学生自然体験事業

入

中国紹興市民友好親善少年使節団受入事業

10

金沢・南砺ふれあいの旅

1

福野児童クラブ多度津町こども会交流会

市民交流バスツアー 愛知県半田市へ
10 月 7 日（土）
、30 名の市民の皆さんと、旧平村との友好都市・愛知
県半田市を訪問し、5 年に 1 度開催の「はんだ山車まつり」を見学しまし
た。現地では、半田たいら友好交流の会幹事の船橋緑さんに会場までご案
内頂きました。山車に施されている江戸中期から引き継がれている彫刻や
刺繍、また、山車から繰り出される”からくり人形の舞”や、勢ぞろいした
山車は見事で素晴らしいものでした。

半田市との交流
昭和 61 年に、半田市より
平地域を訪れ、こきりこ唄保
存会と交流したことが始ま
りです。
平成 9 年には、友好都市の
調印が行われました。さら
に、旧平小学校と半田市乙川
東小学校が姉妹校提携の調
印を行いました。
現在も、雪贈呈事業、小学
生受入事業、市民ツアー等活
発に交流が続いています。

右：半田たいら友好の会

31 基の山車が勢ぞろい！

南砺市友好交流協会
TEL：0763-52-4548

船橋さん

南砺市福光 5260（福光福祉会館１階）

MAIL：info@nanto-ykk.org

受付時間：8:30～17:15（土日祝日除く）
南砺市友好交流協会

