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68人 27校

小学校

児童数 学校数

48人 19校

中学校

生徒数 学校数

1人 1校

高等学校

生徒数 学校数

117人 47校

合計

児童生徒数 学校数

118.2% 123.7%

前年度比

児童生徒数 学校数

99人 38校

合計（平成19年9月1日現在）

児童生徒数 学校数

　日本に定住し暮らす外国人は年々増加し、現在では200万人を超えています。親とともに入国

してくる子どもも増え、言葉、文化・習慣の違い等から地域の学校になじめず、学齢期にもかかわ

らず十分な学習機会を得られない子どもたちが存在します。下記のグラフのとおり、日本語指導が

必要な外国人児童生徒数は増え続けています。また、グラフの数字には表れていませんが、日常

会話には問題がない子どもたちの中にも、進学等への不安を抱え、悩んでいる子も多く存在します。

　福井県内では外国人集住地区がある福井市、鯖江市、越前市で支援が行われていますが、県内

各地に散在する外国籍の子どもたちの支援は十分ではありません。

　そこで、外国籍の子どもたちへの支援として、福井市、鯖江市、越前市の各国際交流協会・各市

の関係部署と福井県国際交流協会では連携し、昨年度から様々な事業に取り組んでいます。今回

の特集では、外国籍の子どもたちの置かれている現状や県内の状況・支援の取り組みについて一

部紹介いたします。

日本語指導が必要な外国人児童生徒数推移（全国）

日本語指導が必要な外国人児童生徒数（福井）

文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査（平成20年度）」の結果より

この調査において、「日本語指導が必要な外国人児童生徒」とは、日本語で日常会話が十分にできない児童生徒および

日常会話ができても、学年相当の学習言語が不足し、学習活動への参加に支障が生じており、日本語指導が必要な児

童生徒を指します。

平成20年9月1日現在、日本語指導が必要な外国人児童生徒数は、全国では28,575人、福井県では117人。

母語別（全国）では、ポルトガル語が最も多く11,386人、中国語5,831人、スペイン語3,634人、3言語で全体の7

割を占めています。

●

●

●

福井県

※特別支援学校については、平成18年度以前においては盲・聾・養護学校であった。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
（人）

平成11年

12,383

5,250

901
18,585

平成12年

12,240

917

5,203

18,432

平成13年

12,468

1,024

5,694

19,250

平成14年

12,046

1,131

5,507

18,734

平成15年

12,523

1,143

5,317

19,042

平成16年

13,307

1,204

5,097

19,678

平成17年

14,281

1,242

5,076

20,692

平成18年

15,946

1,128

5,246

22,413

平成19年

18,142

1,182

5,978

25,411

平成20年

19,504

1,365

7,576

28,575

■ 高等学校
■ 中学校
■ 小学校

盲・聾・養護学校 49
中等教育学校 10

盲・聾・養護学校 55
中等教育学校 15

盲・聾・養護学校 70
中等教育学校 23

盲・聾・養護学校 72
中等教育学校 21

特別支援学校 84
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～一人ひとりの笑顔のために～
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福井県内の状況・取り組み
　福井市・越前市・　江市などの学校では、支援の必要な児童・生徒に対し専門の先生を配置したり、通訳・翻訳のサポー
トを行ったり、市民ボランティアが個別に日本語指導を行ったりしています。　　　　　　　　　 （2009年5月1日現在）

日常生活の会話には支障がなくても学習言語までは理解が難

しく、「教科で使われている言葉がわからない」「勉強について

いくことができない」と学習意欲を失ってしまう。

学力はあるのに、日本語がわからないために能力が低いと判断

されてしまう。

言葉、文化・習慣の違い等から誤解を受け、いじめの対象となっ

てしまう。

親の仕事の都合で学期途中での転校が多く、子どもにとって大

きな負担となっている。

学校側の通知・案内などを保護者が理解できない。

受験等の進学について保護者に対する説明が十分に行われて

いない場合がある。

親子間で進路選択などの大切なコミュニケーションが取れない。

（日本での滞在が長い場合、親は母国語で話すが、子どもは母

国語を習得できず日本語を話す等）

日本と母国を行ったり来たりしている子どもは一つの言語に

精通できず、アイデンティティーを喪失してしまう場合がある。

日本では外国人の子どもは就学義務の対象とされず、「日本語に

よる日本人のための教育」に適応できなければ、公教育の管轄外

となってしまいます。

●

●

●

●

●

●

●

●

外国籍の子どもたちの置かれている現状
不就学の理由

文部科学省 外国人の子どもの不就学実態調査の結果より
　文部科学省では、平成17年度から平成18年度にかけて、
外国人の子どもの就学支援方策等についての調査研究を
行う「不就学外国人児童生徒支援事業」の一環として、南
米出身の日系人等のいわゆる「ニューカマー」が集住する
自治体に委嘱し、戸別訪問を行う等の方法により外国人
の子どもの不就学の実態調査を実施。

※1 ブラジル人学校は日本の法律上の「学校」ではないため、公的
支援が受けられず授業料が高いためではないかと考えられます。

※1

取り巻く環境は一人ひとり異なり、課題も多様化している
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越前市
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学校へいくためのお金がないから

日本語がわからないから

すぐに母国に帰るから

母国の学校と生活や習慣が違うから
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仕事・アルバイトをするから

学校へ行くと、いじめられる等するから

友だちができないから

学校へ行かなくて良いと考えているから

兄妹姉妹の世話をするから

その他
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その他、平成21年から国の緊急雇用対策補助を受け、外国語を母語とする外国人生活サポート員を5名雇用し、学校生活および就労等の生活サポー
ト事業を実施。内3名を外国にルーツを持つ児童生徒の在籍する学校へ派遣、日本語指導の支援等にあたっています。（越前市国際交流協会委託）

教育委員会において、支援が必要な児童・生徒に学習ボランティア（外国指導助手）を派遣。その他、平成21年11月から国の緊急雇用対策補
助を受け、中国語・ポルトガル語が堪能な学習サポーターを2名雇用し、2小学校・1中学校・1保育所に派遣し、日本語や学習指導の支援にあたっ
ています。（　江市国際交流協会委託）

※2 アクセスワーカー：外国人児童生徒在籍校を巡回し、通訳や翻訳、教育相談、学級でのティームティーチングを行い、教育相談体制、学習支援体制の充実を図りま
す。また、保護者の悩み相談に対応し、学校と外国人家庭との連携役を担います。

その他、日本語指導等が必要な外国人児童・生徒に対し、日本語指導・通訳ボランティア等を派遣。（ふくい市民国際交流協会委託）

　江市

日本語指導が必要な
児童生徒数

（2009年9月1日現在）
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種別 活　　動　　内　　容

日本語指導

通　　訳

翻　　訳

事業運営

福井市の外国籍児童・生徒のサポートボランティアについて

ボランティア活動の流れ（日本語指導ボランティアの場合）

日本に来たばかりで日本語がわからないという外国籍の児童・生徒に対して、他の児童・生徒が通常の授業を受けてい
る間、相談室等で日本語指導を行います。

日本に来たばかりで日本語がわからないという外国籍の児童・生徒に対して、学校生活の説明や教育相談等の通訳、
また言語によっては初期段階で日本語指導ボランティアのサポートを行います。

外国籍の児童・生徒の保護者向けサポートとして、学校からの連絡文などを在宅で翻訳します。

ボランティアの募集・養成・研修及び教育委員会や派遣校との連絡調整など事業運営全般のマネージメントを行います。

現 場 の 声

要支援外国籍児童・

生徒の在籍する学校
福井市教育委員会

ボランティアふくい市民国際交流協会

① 連絡調整

② 派遣要請 ③ 日本語レベルの判定・
　 打合せ等の
　 コーディネーター派遣

⑦ 日本語指導⑧ 実績報告

⑤ 連絡調整

⑧ 実績報告

⑥ 派遣者決定通知

⑥ 派遣者
　 決定通知

④ 派遣者・教材等の検討及び連絡調整

日本語アドバイザー

村田 千津子 さん（越前市在住）

　中学校3年生になって、日本語が理解できない

ところが多く増えました。幸い、夏休みから村田先

生の指導を受けることになり、比較的に負担が軽

くなりました。先生はいつも一生懸命に教えてくだ

さり、私が理解しやすいように毎回たくさんの資料

を事前に用意してくださいました。先生はとても責

任感が強いと感じています。

　村田先生の知識の広さ、ユーモアにいつも感

心します。先生のお陰で私は日本語の勉強だけで

はなく、日本の事もたくさん知ることができました。

私はいつも根気良く指導してくださる先生のことが

大好きです。村田先生には大変感謝しています。

　外国籍の子どもの支援活動をするようになってから数

年になります。現在は中学校の相談室や図書室を借り

て個別の補習をしていますが、子どもたちは学校や学校

以外のいろいろな話を私にしてくれます。「試験が全然

わからなくて悔しかった」と泣く子もいれば、「数学の試

験で満点だったよ」と嬉しそうに報告してくれる子もいます。

また、進学したいけれど入学試験で点が取れそうにない

と悩んでいる子もいます。私はそんな子どもたちを教育す

ることはできませんが、少しでも心の負担を減らすことが

できればと思い、毎日笑顔で接することを心がけています。

　また、日本語アドバイザーをするようになり、学校の先

生と話すことが増え、学校の先生方も、外国籍の子ども

のことを真剣に考えてくださっているとわかりました。これ

からも学校と協力しながら、子どもたちの支援をし、日本を

好きになってくれる外国籍の子どもを一人でも増やして

いきたいと思います。
王　康　 さん
（2008年10月来日、中国出身）
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　外国籍児童生徒を受け入れている（受け入れ予定の）学校の先生方やサポートボランティアの皆さんのご質問

に、アドバイザーがお答えします。必要な場合は、学校へ訪問し、ご相談に応じることも可能です。

アドバイザー：村田 千津子 さん（しくら日本語の会代表）

　　　　　　　定 啓子 さん（こんにちは日本語の会代表）

手続き方法：申請用紙にご記入の上、郵送またはファックスでお送りください。

経　　　　費：アドバイザーの謝礼および交通費は当協会が負担します。

外国籍生徒の進学に関する研修会のお知らせ

　福井県には未だ外国籍生徒が高等学校へ進学する際に、入学試験の特別措置がない状況です。この研修会では、

外国籍生徒に対する特別措置をとられている三重県の状況や取り組み等について詳しく話を伺う予定です。

日　　時：平成22年1月29日（金） 13:30～
講　　師：植村 知恵子 さん（財団法人三重県国際交流財団  国際教育課長）

　　　　　藤本 美知代 さん（同 国際教育課  コーディネーター）

場　　所：福井県国際交流会館  2階  研修室

参加予定者：県ならびに各市町村教育委員会関係者、学校関係者、国際交流協会関係者、

　　　　　日本語サポーター関係者

　外国籍の子どもたちの中には、日本の教育制度や教育に関する正しい情報を得

られないまま、将来を悲観してしまう子もいるようです。どのような進路を選択し

たいのか保護者も含めともに考え、支援をしていくことが重要です。

　言語・文化的背景が異なる子どもの受入れは、日本の学校教育にとっても好機と

いえます。国際理解教育にとどまらず、共に生きるための教育への可能性を見出す

こともできます。

　子どもの未来のために、地域の支援の輪を広げていきませんか！地域でできる

ことはたくさんあります。日本人・外国人を問わず、子どもたちが生き生きと学ぶ

ことができるよう みんなで支えていきましょう！

（財）福井県国際交流協会の日本語アドバイザー制度について

外国籍児童・生徒サポート事業実行委員会  事業研修会について
（ふくい市民国際交流協会、越前市国際交流協会、鯖江市国際交流協会、(財)福井県国際交流協会）

（財）福井県国際交流協会

TEL 0776-28-8800
FAX 0776-28-8818
E-Mail:info@f-i-a.or.jp

問い合わせ
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みなみでりゅういん

　誰にも尊敬する人がいるはずです。私は小さい頃から両

親、学校の先生、有名な科学者と文学者などを尊敬してき

ました。その中でも一番尊敬しているのは私の母です。母

は平凡な中国人女性で中学校の英語の先生でした。私の学

生時代、中国では成績さえよければ大学に入学して就職が

できたので、子供に「勉強しろ、勉強しろ！」と

いう親ばかりでした。しかし、他の親と違って、

私の両親は勉強については殆ど言いませ

んでした。姉と私

が自分から勉強に

興味を持つよう導

いてくれたような

気がします。

　

　しかし、私が悪いことをした時には厳しく叱られました。

なので、小さい頃は父より母のほうが怖かったです。特に、

母は嘘をつくのが嫌いでした。どこかで遊んで遅く帰った

時、正直に言えばいいけど、嘘をつくとだめでした。その

影響で、私は嘘をつくのが大嫌いです。

　我が家の経済状況はそんなに豊かではありませんでし

たが、姉と私が大学生の時、母はいつも他のクラスメート

より少し余分に生活費を送ってくれました。自分のできる

限り姉と私を幸せにしたいという母の気持ちを私も姉も

忘れたことはありません。

　就職して嘉興市へ行ってからは、母に会う時間がだんだ

ん少なくなりました。連休とお正月に実家に帰るたびに、

母の白髪が目立つようになりました。苦労をかけたせいか

もしれません。子供のため全てを捧げる母親の偉大さを感

じるとともに、深く感謝しています。

　私の夢は、英語教師だった母と一緒にヨーロッパを旅す

ることです。ほんの小さな恩返しをしたいと思っています。

テ ー マ「尊敬する人」
国際交流会館の情報・相談コーナーには国際交流活動等に従事する国際交流員が配置されています。

国際交流会館にお越しの際は、お気軽に声をおかけください！

今回は「尊敬する人」についてエッセイを書いてもらいました。

「書道の先生」

「母」

金　昆
キン　　コン

中国黒竜江省出身
勤務日：水・木・金曜日
（金曜日は午前のみ）

Matthew Hafner
マシュー　　　　　ハフナー

アメリカ オクラホマ州出身
勤務日：火・水・木曜日

　僕の尊敬する人は、僕の書道の先生で南出龍雲先生とい

います。僕は2年前から週に一回先生のお孫さんと近所の

中学生（通っている間に高校生になりました）と一緒に武

生の白山地区にある先生の教室に通っています。南出龍雲

先生は明るくてハッピーなおじいちゃんというキャラです。

誰にも負けないぐらい元気です。いつもとても熱心に字の

書き方や熟語の意味を教えてくれ、字を評価するときに必

ず良いところから指摘してくれます。

　龍雲先生はお話をされるのが好きで、いつも興味深い話

をしてくださいます。書道の話はもちろんですが、それ以

外にも白山の歴史の話や二人とも好きな政治の話なども

してくれます。たまに二人とも話に夢中になり、字を書く

時間が無くなってしまう時もあります。 

　龍雲先生は書道の奥深さや楽しさを教えてくれました。

先生はいつも流暢な福井弁で話してくれるので、福井弁が

わかるようになりましたし、先生のおかげで、福井の

ことを沢山学ぶことができました。

これからも先生のもとで書道を

続けていきたいと思います。
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代 表 者：会長 奈良 一機 さん

設　　立：2009年4月

会 員 数：団体会員 24団体　個人会員 113名

年 会 費：団体 10,000円　個人 3,000円

入会条件：協会の事業にご協力いただける方

問合せ先：ふくい市民国際交流協会
　　　　　TEL 0776-97-5020 
　　　　　FAX 0776-97-5022
　　　　　Eメール: fukuikokusai@fcia.jp

　ふくい市民国際交流協会は、市民が主体となって、世界に

開かれた活力ある地域づくりと人づくりを推進し、福井市の

国際化に寄与するとともに、多文化共生社会の実現を目的

として、2009年4月に福井市国際交流協会から、新たなスター

トを切りました。

　現在福井市内には約4,200人の外国人が暮らしています。

日本人市民と外国人市民が互いの違いを認め合い、ともに

協力して暮らしていく共生社会を創造していくことが協会の

役割りだと考えています。

　協会には6つの事業チームがあり、①国際理解促進委員

会②在住外国人支援委員会③姉妹都市交流委員会④友

好都市交流委員会⑤ボランティア活動委員会⑥広報・会員

拡大委員会が各事業を運営します。

　協会では、プレイヤーとして事業チームで活躍していただけ

る会員を募集中です。一緒に市民主体の国際化のまちづく

りを推進しませんか!

世界の文化紹介講座
「フラメンコ文化を学ぶ」

ジュニア大使来福
明倫中学校を訪問し、たこ焼き作り

在住外国人を対象とした
「福井発見ツアー」でお茶席体験

ジュニア大使
空手体験！

公民館への外国人講師派遣
マレーシアのクラフト作り
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ビーチボール運びリレー

鎧の着付け
（体験コーナー）

モンゴルダンス（世界の踊り）

スーパーボール
すくい

（縁日コーナー）

フェイスペインティング

APEC
ファッションショー

　日本に来る前、福井国際フェスティバルをJET
プログラムのDVDで見たことがあり、そのフェ
スティバルに参加できてとても楽しかったです。
（Kamielle Wood さん  外国語指導助手）

　福井県で色々な文化がこのように一度に体験
できたのはとてもすばらしいです。来年のフェ
スティバルもとても楽しみにしています。
（Zachary Everson さん  外国語指導助手）

開 催 日：11月1日（日）10:00～15:30

場　　所：小浜市民体育館（小浜市後瀬町）

参加人数：350人

開 催 日：11月8日（日）10:00～17:00

場　　所：福井県国際交流会館（福井市）

参加人数：6,000人

　今年のテーマは、「Welcome to OBAMA～世界はひとつ～」。アベックスプーン

競争やビーチボール運びリレーなどのスポーツイベントやハワイ、インドネシア、モン

ゴルの伝統的なダンス披露、フェイスペインティングや鎧の着付けコーナーなど嶺南

最大の国際交流のお祭りが今年も盛大に開催されました！

　各国の伝統芸能や在住外国人のスピーチ、茶道、琴、着付けの日本文化体験、

世界各国の料理など、様々な国の人々や文化に触れることができる１日となりました。

さらに、2010年日本APECエネルギー大臣会合が来年福井で開催されるため、県民

のみなさんにAPEC関係国や地域等を知ってもらうプログラムも実施いたしました。

参加者の声

APEC料理村

ザカリー       イバーソン

カミル          ウッド



お知らせ
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福井県国際交流会館

（都合により変更となる場合があります）

異文化理解講座
12月 6 日、 2 月

日本語指導ボランティア養成講座
12月

外国人のための無料行政書士相談
12月19日、 2 月20日

外国人のための無料法律相談
 1 月16日、 3 月20日

日本語常設講座
12月～ 3 月

国際理解教育出張講座「ハローワールド」
12月～ 2 月

日本語指導ボランティア専門講座
 3 月

外国語による外国文化紹介講座（親子英語）
12月

国際交流嶺南センター

外国人のための無料法律相談
随時

国際理解教育出張講座「ハローワールド」
12月 9 日

異文化理解講座
12月20日、 2 月

日本語指導ボランティア養成講座
12月

詳細はホームページを
ご覧ください！

新　　　聞 「県からのお知らせ」（毎月１日、15日に掲載）

テレビ番組 「おはようふくい730」（福井放送／日曜7:30～8:00）

テレビ番組 「まちかど県政」（福井テレビ／日曜11:45～11:50）

　　　　　 　　　　　　  （福井放送／日曜16:55～17:00）

テレビ番組 「ほっとふくい」（福井テレビ／1･3土曜17:15～17:30）

広　報　誌 「グラフふくい」（毎月10日発行）

こんな特集をしてほしい、こんなコーナーがあったらいい

な等、交流ふくいに関する皆さんの声をお聞かせください！

E-mail info@f-i-a.or.jp

ご意見・ご感想もお待ちしております。

お便りをお寄せください！

新聞やテレビで、県の情報をキャッチ！

エコ活動に対する優待サービスをはじめました！

※ラジオやインターネットでも提供中。

国際理解教育出
張講座「ハローワ

ールド」

異文化理解講座

　国際交流会館をご利用のお客様で、ペットボトルのキャップを集めてお持ちいただいた方に、喫茶コーナー

のドリンク割引サービスをはじめました。小さなキャップも、まぜればゴミになりますが、分ければ資源になります。

　ちょっとお得なエコ活動に、あなたも参加しませんか！

ペットボトルのキャップ100個以上
→国際交流会館での会議室等ご利用時に、参加者全員分のホットコーヒー（通常280円）を一杯100円で提

供させていただきます。（参加者への案内文やチラシ等にエコ活動に関する文章を入れ、エコ活動への呼びかけを

お願いします）

ペットボトルのキャップ30個以上
→国際交流会館の喫茶コーナーにて、お好きなドリンクを一杯100円で提供させていただきます。

集めたペットボトルのキャップは、福井テレビの「エコプロジェクト事務局」を通して、世界中の予防接種を受けられ

ない子どもたちのために役立てていただく予定です。

キャップのリサイクルが目的です。キャップを多く集めるために、必要でないペットボトル商品を買うことはおやめください。

集めたキャップは、国際交流会館の喫茶コーナーまでお持ちください。

（団体の場合は、準備の都合がございますので、会館の利用予定日、利用施設名、参加人数を事前にお知らせください）

喫茶コーナーの営業は、火曜日～日曜日9:00～17:00（月曜日・国民の祝日・年末年始は休み）となっております。

団体

個人

●

●

●

●
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（財）福井県国際交流協会では、幅広い県民の参加による全県的な国際交流を推進するため、様々な事業を展開しております。

ただいま当協会の活動をサポートしていただける賛助会員を募集しております。皆様のご入会を心からお待ちしております！

［会費］ 個人・・・2,000円　団体・・・10,000円
［期間］ 申込日～平成２２年3月31日
［特典］ 国際交流イベントのご案内の他、映画チケット・ホテル宿泊・旅行用品・レストランでの割引などがございます。

※特典ご利用時には、必ず会員証をご提示ください。（電話等での予約の際は、会員である旨お伝えください）

※繁忙期等には特典の利用が出来ない場合もありますので、ご了承ください。

平 成 　 年 度 賛 助 会 員 募 集 中 ！２１

コミュニケーションズ・ジャパン
関西電力株式会社

株式会社　コーワ
福井ヤクルト販売株式会社

（特活）福井県日本中国友好協会
有限会社　オーディエス
インターナショナルクラブ

平成２１年度  団体賛助会員
 （平成21年7月1日～10月31日にご加入いただいた団体）

ご賛同をいただき、ありがとうございます！

賛助会員になっていただくとこんな特典があります♪
≪賛助会員協賛企業のご紹介≫

名鉄観光サービス（株）留学センター

〒450-0002  愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28
名古屋第2埼玉ビル1F
TEL.052-589-8980  E-mail:ryugaku@mwt.co.jp
観光庁長官登録旅行業第55号  （社）日本旅行業協会正会員  ボンド保証会員  留学・語学研修等協議会正会員（CIEL）
旅行業公正取引委員会会員  IATA公認  ISO9001 認証取得

詳細は、お問合せください。　TEL.0776-28-8800

明道町
JCT

都
心
環
状
線

サンクス

ローソン

国際センター
ビル

ロイヤル
パークイン

名鉄グランド

東横イン新館

キャッスルプラザ愛知県
産業労働センター

名
古
屋

名鉄グループの実績＋留学のエキスパートが持つ幅広い
ネットワークで2008年3月留学センターを開設
名鉄観光サービスは1961年に創立、50年近い歴史のある総合旅行会社です。様々な旅を企画・演出、確かな
実績を誇り地域社会に信頼され親しまれる存在となりました。名鉄観光留学センターは、安心・信頼のプログラム
を提供すると共に、適切な個別カウンセリング、出発前・渡航中の細かなケアで不安や心配を取り除きます。

WEBカメラでのカウンセリングも実施中。お気軽にご相談下さい。

留学スタイル・コースは多種多様！自分に合ったコースを見つけよう！

グループ・団体の海外研修・教育旅行の手配もおまかせ下さい
■ 海外修学旅行　～大自然の中で環境保護学習と様々な体験～　● 単なる旅行ではなく、学びをテーマに課外活動を実施
■ インターンシップ研修　～語学力強化と日本とヨーロッパ型教育の違いを習得～　● 英語研修＋幼児教育施設での実地体験
■ 教育現場視察研修　～生きた語学を学び楽しく教えるメソッドに触れて教師らと交流～　● 英語研修＋現地学校視察
■ 体験型短期研修　● 福祉先進国でボランティア体験　● ファームステイによる酪農体験
■ 交流ツアー　～地域の国際化の推進と向上を進める役割～　● 姉妹都市・姉妹校提携をお考えの方のためのツアー

■ 語学留学
■ 親子de留学

■ ミドルエイジからの留学
■ ジュニアプログラム

■ おけいこ・趣味留学
■ ワーキングホリデー

■ ボランティア留学
■ 正規留学（中学・高校・大学・専門学校）

［個人会員本人（団体の場合は旅行申込代表者）
　　と同伴者（現金払いに限る）］

● 名鉄主催旅行商品（宿泊プラン除く）
　→5～3％割引
● 他社主催旅行商品（宿泊プラン除く）
　→3％割引

賛助会員特典

名鉄観光サービス株式会社
〒910-0023  福井市順化1丁目21番1号 ニッセイ福井ビル5階
TEL.0776-23-4572   FAX.0776-21-3745

福井支店割引のお問い合せは
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Cafe&Dining Bar きらく

グリーンプラザホテル

〒914-0051
敦賀市本町1丁目1-27
TEL.0770-22-3322  FAX.0770-22-3324

〒914-0051 
敦賀市本町1丁目2-14 
TEL.0770-22-2154
　 Cafe 11:30～18:00／Bar 18:00～25:30
　 不定休（TELにてご確認ください）
　 8台

日本海と豊かな緑に抱かれた敦賀。

美しい景勝は、昔から歌にも詠まれ愛されてきました。

グリーンプラザホテルは北陸の総鎮守・氣比神宮のそばにたたずむホテルです。

自然との対話を楽しみながらゆったりとした時をお過ごし下さい。

落ち着いてくつろげる客室。若狭の幸ではなやぐ宴会。豪華な披露宴。

皆様のニーズに応じて幅広くご利用いただけます。

心からのおもてなしでお待ちしております。

心をこめてお役に
立ちます！

忘年会・新年会・
送別会

結婚お食事会・法
事等の会食

講演会・会議・展
示会

立食パーティー・
座敷宴会等

多様なニーズに
お答えします

［個人会員　会員証提示者のみ
　　（他のクーポン、サービスとの併用不可）］

● 飲食料　→10％割引
　（金・土曜日のBar Timeを除く）

賛助会員特典

［個人会員　会員証提示者のみ］

● 宿泊（シングルルーム）

　→正規室料金
　（ルームチャージ･消費税、サービス料込）
　8,085円を5,250円

賛助会員特典

営

休

駐

New

お一人フード¥2,000×4名様分の一例

敦賀ではなかなか食べられない「ハモンイベリコ」（スペイン産生ハム）や拘りの逸品を盛り合わせたフードプラン（お一人¥1000～ご希望に添えます）と飲み放題プラン（2時間¥2500）を組み合わせれば心にもお財布にも優しいプレミアムな時間を堪能できます。

壮観な酒棚に並
ぶ1000種類にも

及ぶ世

界のお酒は勿論、
ジュース類も毎日

新鮮な

フルーツを手搾り
し「美容と健康に

良い」ド

リンクがプロバー
テンダーによって

提供され

る。フード類も人
気のオムライスを

はじめ手

作りスィーツなど50
種以上！こんな環境

がノー

チャージで楽しめる
。

大阪のバー「オーガスタ」の品野氏（友人）のオリジナルカクテル。パッションフルーツリキュールの甘い香りとパイナップルジュースの酸味で、なんとも爽やかな飲みやすいカクテルです。

オーガスタセブン 880円“光るバッジプレゼント”

敦賀局

アクアトム

敦賀北小

グリーンプラザ
ホテル

気比神宮 角鹿中

市立
博物館

敦賀南小

気比中

GS

つるが
大丸

敦賀局

アクアトム

敦賀北小

気比神宮
角鹿中

市立
博物館

敦賀南小

気比中

GS

つるが
大丸
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神楽町商店街

アルプラザ
JR
敦賀駅

Ｎ

【開館時間】 9:00～21:00
情報・相談コーナーは
第2月曜日・水・金・土・日曜日
 …………………………… 9:00～18:00
火・木曜日 ……………… 9:00～20:00

【休館日】 国民の休日、12/28～1/4
情報相談コーナーの休業日は、
月曜日（第2月曜日を除く）、
国民の休日、12/29～1/3

【ラジオ放送】 FM福井76.1  毎週金曜日　10:20～10:30

【開館時間】
火・水・金・土曜日 …… 9:30～18:00
木曜日 …………………… 9:30～20:00
第1・第3日曜日 …… 12:00～18:00

【休所日】
月・日曜日（第1・第3日曜日を除く）、
国民の休日、12/29～1/3

【ラジオ放送】 敦賀コミュニティFM   HARBOR STATION 77.9
毎月第1月曜日　14:00～14:20

〒910-0004  福井市宝永3丁目1番1号　TEL（0776）28-8800  FAX（0776）28-8818
相談専用フリーダイヤル （0120）288-291 （0120）788-291
http://www.f-i-a.or.jp/　E-mail:info@f-i-a.or.jp

〒914-0063 敦賀市神楽町1丁目4番26号   TEL（0770）21-3455  FAX（0770）21-3441
E-mail:reinan@f-i-a.or.jp

海外に住んでいる福井県にゆかりのある方からのエアメールをお届けします！

宮川 澄夫 さん
みや がわ  すみ  お

小浜市出身。青年海外協
力隊、公務員、日本での会
社員を経て、現在オーストリ
アの会社に通信エンジニア
として勤務。オーストリアに
て山歩きを始め、冬山にの
めり込む。週末は大好きな
アウトドアを楽しんでいる。

面　　積：8.4万km2

人　　口：830万人
首　　都：ウィーン
主要言語：ドイツ語
（出典：外務省ホームページ  2009年8月現在）

ウィーンの喧騒を離れて

　オーストリアにおいてアウトドアはスポーツというより生活の一部のように見える。

ウィーンから少し離れれば2,000mを超える山が至る処にあり、夏はハイキング、冬は

スキーなど、することに事欠かない。この国には3つの大きなアウトドアクラブがあり

延べ100万人を超えるメンバーを擁し、クラブが所有する300を超える山小屋に宿

泊する場合にはどのクラブの会員であっても半額になるよう便宜が図られている。

　山小屋の昼間は普通のレストランと変わらない。温かい食事ができ、濡れた服や

靴を乾かすことができる。夏は歩いて、冬はスキーで訪れ、ここで食事し、初対面の

者と歓談し、夕方になる前に帰っていく。帰るのが嫌になればそのまま泊まるだけと

いうのも気楽なものである。

　ドイツ語では一般的に話す時と家族友人達と話す時では相手をさす言葉が異な

り、それに従って動詞も異なる。普通は初対面の人に対して後者の話し方をすれば

当然失礼になるのだが、それが山に入ればばったりあった人に対しても後者の話し

方である。私が初めてこんな会話を聞いたときには「ここでは皆んな知り合いが多

いんだな」と考えていたが、これは大きな間違いであった。そんな話し方にも馴れ、

日本の感覚では小都市であるウィーンの喧噪を離れて、山小屋で歓談する楽しみを

見つければ、週末もより待ち遠しくなる。
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　 ダッハ
シュタイン

Dachst
einにて

夏冬を問わずよく訪れている山で、
頂上は2,995m。この写真の山
小屋は2,200mの地点にある。
屋外のテーブルでここで出会っ
た人達との歓談のひととき。

後ろに見えるのが頂上。白い筋は雲じゃなくて、舞い上がった雪。
この写真はおよそ2,700mの地点でとったもの。ここはなだらかな
氷河に覆われていて、夏でもスキーができるところとして有名。


