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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。
ほうりゅう

令和 3 年 2 月 9 日（火）～10 日（水）
、
井口小学校 5・6 年生児童 22 名が、椿を市
の花木とする石川県珠洲市へ派遣され、珠
洲市立宝立小中学校児童と初めて交流を
しました。椿の児童親善大使は、これまで
隔年で東京都大島町へ派遣されていまし
たが、次年度より義務教育学校となること
等を機に、新たな交流がスタートしまし
宝立小中へ「いのくちの香り」を寄贈

た。新型コロナウイルス感染症防止対策
等、学校間で事前に直接連絡調整を重ねた
上で実施することができました。
宝立小中学校は、5 年前より義務教育学
校となり、規模も井口小学校と似かよって
井口を紹介する井口小児童

います。本年 4 月より「南砺つばき学舎」

としてスタートする井口の児童にとって先輩学校を訪問する事で大変有意義な交流ができました。また能登
の歴史、文化も併せて学ぶ機会となりました。今回の訪問では井口からは、児童自身が丹精込めて育てた椿苗
と、
「いのくちの香り」を寄贈し、先方からは、珠洲焼の器を頂きました。
今後「南砺つばき学舎」が完成した後には、相互間で継続的な交流活動が出来るよう取組んでいきます。

毎年、ひとつの国を取り上げて、その国の文化や社会について身近に学ぶ事の出来る
講座を開催しています。近年、南砺市でもベトナム人の人口が増えています。そこで令和
2 年度はベトナムにスポットを当ててみました。
11 月 14 日（土）に開催した講座には、定員を大幅に超える 23 名がご参加ください
ました。講師は令和元年に県国際交流員に着任したホアン・ティ・チャム氏。ベトナムの
衣食住の文化や、習慣、日本人との考え方の違いなどを楽しく、わかりやすく教えていた
だきました。また、ベトナムのお菓子やお茶の試食体験をしたり、講演の後には、参加者
を 2 チームに分けてクイズゲームを行ったり
し、大変な盛り上がりを見せました。最後に
はキーホルダーのお土産まで頂き、1 時間半
という短い時間にもかかわらず、楽しみ盛り
だくさんのイベントとなりました。
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ホアン・ティ・チャム氏

南砺市国際交流員

アメリカ・ミシガン州出身です。国際交流
に関する多彩な事業に取り組んでいます。
皆様のご参加をお待ちしています！
南砺市国際交流員

エリック・ジュティラ氏▶

市国際交流員が保育園や幼稚園を回り、子ど

国際交流員とテーマに沿って気楽に英語でお

も達と一緒に「えいご」を使って遊びます。
「え

しゃべりを楽しみします。参加者のレベルは

いご」に触れることはもちろん、幼少期から国

様々。自分に合った参加の形で大丈夫！お気軽

際交流をする機会となればと考えています。

にご参加下さい。

年間を通して、あいさつから始まり、数字・

初級コースも令和２年秋より新設しました！

色・動物へと内容を深めていきました。最後に

日本語でのアドバイスももらいながら少しずつ

読み聞かせをした英語絵本では、習った「えい

英語を話し

ご」がたくさん出てきて、子ども達から自発的

てみません

に英語を口にする様子が見られました。

か。

Growl.

Bear.

小さなお子様
連れのご参加も
大歓迎！

開催日時 各回月 2 回程度開催！
単語の紹介

第4回

身体を使って
えいご練習

［昼の部］火曜 又は木曜 13:00～14:00

初級コース 同日 14:10～14:50

「動物の名前と鳴き声」

［夜の部］ 火曜 19:00～20:00

活動の様子

場

所 福光福祉会館(福光 5260)

参 加 料 100 円／1 回
対

習ったえいごで
ゲーム

英語絵本読み聞かせ

象 高校生以上

テーマや詳細は HP や Facebook でチェック♪

異文化について楽しみながら学んでみませんか？

映画を通してアメリ

講座の様子

市国際交流員が出前講座に伺います。皆様からの

カ文化を紹介するイベ

お申込みをお待ちしております。

ントを今年度初開催。映
画の文化背景を聞くこ
とで、映画を一味違った
角度から味わいます。
今回の映画は、日本では「恋はデジャ・ブ」でお
なじみ‟Groundhog Day”(1993 年アメリカ)。参加

▲西町ぬくぬくサロン
日本語でアメリカ文化
の紹介をしました。

内

ドホッグデイのお祭りに実際に行ってみたい！」

国際科 1 年生を対象に
英語で行いました。

容 例:海外から見た南砺市
※1 回 30～90 分程度

対

者からは「また時間を空けて見たい！」
「グラウン

▲南砺福野高等学校

等との声が聞かれました。

申込随時
受付中！

グラウンドホッグデイは、アメリカや
カナダで 2 月 2 日に行われる春の訪れ

象 市内の 10 名以上の団体 ※条件あり

を予想する天気占いの行事だよ。

(老人クラブ、婦人会、学校等）
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にほん

ご きょうしつ

ひろば

受講者
募集中！
なんと し

がいこくじん

にほんご きょうしつ

にほん ご

べんきょう

ひと

れんらく

南砺市には、外国人のための日本語教室があります。日本語を勉強したい人は、連絡してください。
にゅうもん

かつどう

入門クラス
がつ

い

活動クラス

あたら

いつでも

4 月から新しいコースがはじまります

つ

にちようび

つき

かい

日曜日 10:00～11:30 （月に２・３回）

ど

こ

だ

れ

ふくみつ ふくし かいかん

なんと し ふくみつ

福光福祉会館

【南砺市福光 5260】

福光交流センター

【南砺市福光 1137】

すこし にほんごを

べんきょうする ひと

はなすことが できる ひと

えん

ねん

1 回 300 円

れんらく する

なんとしゆうこうこうりゅうきょうかい

ところ

南砺市友好交流協会

入門クラス

なんと し ふくみつ

はじめて にほんごを
かい

おかね

ふくみつ こうりゅう

えん

1 年 1,500 円
TEL

0763-52-4548

MAIL info@nanto-ykk.org

活動クラス （ボランティアにより運営）
日本語や日本での生活について、日本人サポーター
と共に学んでいます。
2 月 14 日は南砺市訪問看護ステーションの看護師
さんを迎えて、新型コロナウイルス対策について話し
合った後、手洗いの仕方やマスクの取り扱い方などを
教えて頂きました。

日本語教師が丁寧に教えます

南砺で
活躍中！

じゅこう しゃ

こえ

受講者の声

平成２９年にタイから来日した上田カモンワン（愛称 ティップ）
さんは、翌年から約 2 年間、にほんご広場の入門クラスで勉強して
いました。はじめは ほとんど日本語がわからなかったそうですが、
先生が優しく丁寧に教えてくれたこと、教室内が硬くなりすぎず、
ジョークを言って笑いあったりする雰囲気だったことから、続けて
学ぶ事ができたと語ってくれました。また、実生活に即した内容を
教えてもらえたのもよかったそうです。徐々に日本での生活にも自信
をつけ、電車での買い物にも一人で行けるようになりました。
令和２年には タイ独自の健康マッサージ法である、「タイ古式
リラクゼーション」のお店をオープン。ご主人と力を合わせて運営
しています。 落ち着いた店内とティップさんのチャーミングな雰囲
気とが相まって、リラックスして施術を受けることができます。
料理も得意なティップさん。いつかはタイ料理のレストランも
開きたいと、次の大きな夢を教えてくれました。
にほんご広場では、学んだことで自信をつけて地域で活躍する外国
出身の方々が、もっともっと増えるよう応援していきます！

ティップさん

施術の様子

タイのいえ（予約優先）
住所：南砺市二日町 1547-4
TEL：080-4256-2465
営業：水～日（10 時～19 時）

-3-

南砺市には数多くの交流事業団体があり、それぞれ国内外
の都市や地域と交流を育んでいます。 残念ながら、今年度は
新型コロナウイルスの影響によりほとんどの交流事業が中止となりました。しかし、こんな今だからこ
そ、今一度交流都市の魅力を市民の皆様に届けたいとの思いから、令和 3 年 1 月 7 日（木）～3 月 14 日
（日）にかけて市内 3 会場において「国内国際交流都市紹介 パネル展」を開催しました。コロナ収束後
には、ぜひこれらの地域を訪れてみたいですね。

南砺市との
交流都市

❿

【国内】
①北海道
②北海道
③石川県
④石川県
⑤石川県
⑥東京都
⑦愛知県
⑧香川県

【海外】
苫前郡 羽幌町
河西郡 中札内村
珠洲市
輪島市
金沢市
武蔵野市［友好都市］
半田市
仲多度郡 多度津町

魅力をちょっぴり
ご紹介！
美しい防風林の景色

➊ギリシャ共和国 デルフィ市
❷ネパール共和国 ツクチェ村
❸ラオス人民共和国 ビエンチャン都 イーライ村
❹中華人民共和国 浙江省 紹興(しょうこう)市［友好都市］
❺中華人民共和国 浙江省 寧波(ねいは)市
❻大韓民国 平昌(ピョンチャン)郡
❼オーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州
アーミデール市
❽オーストラリア連邦 ビクトリア州 メルボルン市
❾アメリカ合衆国 オレゴン州 ポートランド市
❿アメリカ合衆国 ニュージャージー州 マルボロ町

世界農業遺産「能登の里山里海」

🄫輪島市

写真提供 中札内村
②北海道 河西郡 中札内村
紀元前に築かれた「トロス」跡

5 年に一度の「はんだ山車まつり」

④石川県 輪島市
タートルアン

伝統文化が残る「佐柳(さなぎ)島」

BY 名古屋太郎
⑧香川県 仲多度郡 多度津町

⑦愛知県 半田市
水の都「東洋のベニス」

ニューイングランド大学

❹中華人民共和国 浙江省 紹興市

❼オーストラリア連邦 アーミデール市

BY Konstantions Kousis
❶ギリシャ共和国 デルフィ市

❸ラオス人民共和国 ビエンチャン都

ご当地英語かるた
南砺市福光 5260（福光福祉会館内）
℡／0763-52-4548 FAX／0763-52-3023
Mail／info@nanto-ykk.org
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当協会にて
好評発売中！

26 個のアルファベットに、シンプル
でわかりやすく南砺市の伝統・文化・自
然がぎっしり詰まった英語かるたです。
イラスト／森みちこ

1,500 円（税込）

