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「ハワイへようこそ」

異文化理解講座「ブラジルのお菓子を作ろう」

異文化理解講座
「クリスマスとお正月の折り紙に挑戦」

異文化理解講座「天ぷらを作ろう」
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　「福井県国際協力大使」をご存じですか？青年海外協力隊など海外でボランティア活動をする福

井県出身者で、福井県知事より協力大使の委嘱を受けている方々です。協力大使は、派遣国の人々

のための支援活動や、派遣国の人々へ福井県の紹介などを行っており、福井県民と派遣国の人々

をつなぐ懸け橋となって活躍しています。

　昨年、タンザニア、中国、ニカラグアの協力大使3名から要望を受け、現地では手に入らない必

要な物資を県民の皆様から募集したところ、約12,000点の物資が集まりました。その後、提供し

てくださった皆様のメッセージとともに無事に現地に届きましたので、お礼と物資の活用状況を紹

介いたします。

●脳性麻痺児のリハビリで
　毎週月曜、金曜の午前中は小児の外来の日のため、この日は多くの子供がやってきます。その中で
も脳性麻痺に罹患した子供の数が多いです。
　タンザニアでは一人の女性が産む子供の数が非常に多いため、相対的に脳性麻痺になる子供の
数も多く、また、村に住んでいる人達は病院までの道のりが遠いため病院で診断や治療を受けるのが
遅れたり、脳性麻痺に関する知識が乏しいため、病院にやってくるのが遅れたりと様々な要因があり、
脳性麻痺児の数が多いです。しかし、そのリハビリに使用できる道具が我が配属先の理学療法室では
乏しく、毎週のリハビリで困っていました。福井県民の皆様から提供していただいた数々の小児玩具、
特にボールや音のなる玩具は脳性麻痺の機能回復において大いに手助けとなっています。また、母親
に指導するときにも具体的なリハビリ指導が行なえるようになり、自宅での練習にもつながっています。

●火傷のリハビリで
　タンザニアでの一般的な炊事は、炭を使用して行います。直接地面に土器を置きそこで炭を熾して
調理をしたり、お湯を沸かしたりします。そのため、火は子供の近くにある存在であり、燃えている炭や熱
湯による火傷の傷害を受ける子供達が数多く見受けられます。そのような火傷を受けた子供達は火傷
の部位に触れられることを恐れ、なかなかリハビリが進まないことがあります。そのため、玩具を利用した
能動的な活動を促すことで火傷部位の拘縮（関節が固まること）を防いだり、筋力の回復を促したりす
ることができています。

●車椅子の整備
　当病院の車椅子は日本では使用されることがないくらい故障している箇所が多く（タイヤのゴムはな
く、ブレーキもなく、足を乗せるプレートもないのが当たり前です）、全てを直すよりは新しく買った方が安
いと思われるような車椅子を使用しています。しかし、新たな車椅子を購入する予算がないため、少しで
も直せるところにこのタオルを利用して修理していこうと思っています。

物資の活用状況

火傷のリハビリ

患者さんのリハビリ

車椅子の修理

う　　さ　　み　　せ い　ご

宇佐見 清吾さんより （理学療法士、福井市出身）

［福井県の皆様へ］

　この度は、私のタンザニアでの理学療法士としての活動において必要な物品である小児

の玩具、ならびにタオルの寄贈に福井県民の皆様に深く感謝いたします。

　小児の玩具では実際に小児麻痺のお子様が使用していたもの、お子さんが小さいときに使用して

いたものなど思い出の品を含んだ多くの提供がありました。タオルはバスタオル、ハンドタオルなど数多くの寄贈があり、個人、学校、

団体の方など幅広い県民の皆様からの支援がありました。もうすでに、小児の玩具を使用した理学療法、タオルを使用した自主トレ

指導など実際に活用させていただいております。また、多くの福井県民の皆様からの温かい応援メッセージありがとうございます。

　多くの人達の支えがあって、今現在の自分の活動が行えていると思う瞬間が多々あります。その気持ちを胸に、今後も多くの県

民の皆様からの支援に応えられる活動を行っていきたいと思います。本当にありがとうございました。

脳性麻痺児

のリハビリ

ま　 ひ

ま　 ひ

ま      ひ り    かん

こ うしゅく

お こ

ま      ひ

ま      ひ

ま      ひ

タンザニアへ
リハビリのための子どもの
おもちゃや車椅子修理のための
タオル等を送付
2009年10月末に届きました！

ま      ひ

ま      ひ

～海外支援物資へのご協力ありがとうございました～
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か　  べ　　 ひ さ　え

嘉部 尚恵さんより （日本語教師、坂井市出身）

［福井県の皆様へ］

　こんにちは。福井県協力大使の嘉部尚恵です。中国の通化師範学院大学で日本語教師をしております。この度、福井県の皆

様には、貴重な日本語の書籍を寄付していただき、誠にありがとうございました。大変感謝しております。

　皆様からご提供いただいた図書は、11月上旬に当校に到着し、校内の郵便局から日本語学科事務室に運び込まれました。ずっ

しりとした本の重みに、福井県の皆様からの熱いエールを感じました！

　また、同梱されていた皆様からの応援メッセージを読み、胸が熱くなる思いがいたしました。実はこの時期、体調も崩しがちで、ここ

での暮らしや習慣にまだ馴染めない部分も多く、自分の活動について思い悩むことが多かったのです。しかし、皆様からの激励をい

ただき、大変心強く、「私はひとりではない」ということを感じました。私は生まれも育ちも福井、生粋の福井っ子です。郷里の皆様か

らのあたたかいお気持ちを無にしないためにも、今後、より一層、頑張っていこうと思いました。ご協力いただいた皆様、本当にあり

がとうございました！

はやし　　　  ゆ　  な

毛糸とビーズを使用して
ブレスレット作り

福井県国際協力大使からのレポート等が詳しく掲載されています。福井県のホームページをご覧ください。

　学生たちの手によりラベルの貼り付け作業が行われました。日本
語学科4年生の学生たちが集まって、事務室で作業を行いました。
本一冊一冊にラベルを貼り…、本の裏に「寄贈」スタンプを押して…、
完成です！！その日のうちに、外国語学部共通書庫の日本語学科専
用書棚に運ばれ、現在、大切に保管されています。もうすでに学生
たちへの本の貸し出しも始まっています。現在は主に3年生4年生
の学生たちを中心に貸し出しが行われています。
　通化師範学院大学の日本語学科は2003年に新設されたばかり
のまだ新しい学科です。いまだ規模拡大の途上にあります。今回、
皆様からのご支援をいただき、大変心強い限りです。

物資の活用状況

物資の活用状況

林　由奈さんより （作業療法士、敦賀市出身）

［福井県の皆様へ］

　皆様からいただいた布や毛糸等々が、2010年2月9日、私の任地であるニカラグア、フィガルパ

市に届きました。想像以上の箱の大きさ、布や毛糸の数に驚くと同時に嬉しさが込み上げ、「この糸を

何に使おう」「この布でどんな手工芸が出来るかな」と想像が膨らんでいます。

　私が働く施設：Los Pipitos（ロス ピピトース）に運ぶと、同僚の笑顔が見られ、早速「ユナ、この布は洋服に

活かせるね」「この糸はブレスレット作りに使えるね」等、前向きな意見が飛び出しました。私が計画していたクッ

ション作りや手工芸の他に、洋裁のクラスをしたいから、余った布を使用したい等の意見が出て、どの布をクッ

ション作りに活かそうか、洋裁に活かそうか・・・と、みんなの意見がバラバラですが、嬉しい悩みだなと思います。

　また、皆様からの励ましのメッセージを読んで感動しました。首都の連絡所でこの様子を見ていた他の隊員

は驚いていましたが・・・。読んでいて「福井県の皆様が協力してくれているんだな」と心強くなり、めげそうになっ

たら、このメッセージを読んで頑張ろうと初心に戻していただいたような気持ちです。まだ、同僚たちとどのように

講習会等を行っていくか話し合っている途中で、みなさまに十分な活用方法をお知らせ出来ませんが、

大切に活用していきたいと思います。

　今後の活動はレポート等で報告させていただきます。本当にご協力ありがとうございました。

　日本語学科主
任も、「こんなに

貴重な本をたくさ
ん頂いて、本当

にありがたいです
」と感激してい

ました。その場に
居合わせた教師

や学生で、早速段
ボールの中身

を確認してみまし
た。「わあ、きれ

い！」「この本、読
みたい！」など、

学生たちも大変喜
んでおりました。

中国へ
日本文化に興味がある学生たちに
日本を知ってもらうための文庫本、
学芸書、学術書等を送付
2009年11月上旬に届きました！

ニカラグアへ
リハビリ用クッションの
布や手工芸の材料等を送付
2010年2月上旬に届きました！

福井県国際協力大使 検 索
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中国

パラオ
タイ

ベトナム

ラオス

シリア

セネガルネガガガルルネガガガルル
ニジェールニニジジジェ

ザンビア

タンザニア

ガーナガガガーーナナガガ ナナナ

 おおお にし   のぶ  お

大西 信男 さん
シニア海外ボランティア

［出　　身］福井市福
［職　　種］自動車整備自
［配 属 先］ルアンパバン技術短期大学ル
［活動期間］20092 年3月3 232 日から3 22年間
［活動内容］・・自動車整備技術に関する授
業の実施・施 現地教員の育成現  ・教師用指導教
書や教材等の整備

 ひろ    せ　　み　  かか

廣瀬 美香 さん
青年海外協力隊

［出　　身］大野市大
［職　　種］作業療法士作
［配 属 先］パトゥンタニ高齢者パ
　　　　　社会福祉開発センター
［活動期間］20102 年1月55日から5 22年間
［活動内容］・・リハビリを兼ねた高齢者の健リ
康増進、生きがいづくりのためのグループ活
動（手工芸や歌、運動など）の支援

 う  　さ　み 　せ い  ご

宇佐見 清吾 さん
青年海外協力隊

［出　　身］福井市福
［職　　種］理学療法士理
［配 属 先］ドドマ州立病院］ド
［活動期間］20092 年1月66日から6 22年間
［活動内容］・・患者への理学療法治療患  
・理学療法治療の質の向上に向けた支理
援  ・研修生へのトレーニング研

  たた なか

田中 さやか さん
青年海外協力隊

［出　　身］小浜市小
［職　　種］農業土木農
［配 属 先］ザンジバル農業畜産環境省ザ   灌漑局
［活動期間］20082 年年6月6 242 日から4 22年間
［活動内容］・・灌漑施設の運営と維持管理につい灌
ての指導 ・各地区の灌漑施設利用農民グルー各
プへの助言 ・農業訓練センターでの小規模灌漑農
に関する授業の実施

たかやなぎ　　　　　え

高柳 よし絵 さん
青年海外協力隊

［出　　身］福井市福
［職　　種］パソコンインストラクターパ
［配 属 先］聖バジラス職業訓練校聖
［活動期間］20092 年9月9 282 日から8 22年間
［活動内容］・・パソコンの基本操作およびパ
基本ソフト（Word、ExE ｃx eleなど）の指導l

はやし  ひ  ろ  ゆ  き

林 宏征 さん
青年海外協力隊

［出　　身］福井市福
［職　　種］村落開発普及員村
［配 属 先］タウア市初等教育視学官事務所タ
［活動期間］20082 年9月9 222 日から2 22年間
［活動内容］・・自然環境を保全するための環
境教育の導入 ・薪炭材の消費削減、女性の薪
労働軽減等につながる改良かまどの普及活
動 ・生活環境改善のための植林の推進生

 よよ  こ   て　　　 ま  い

横手　舞 さん
青年海外協力隊

［出　　身］福井市福
［職　　種］家政家
［配 属 先］クリスチャン子供基金ク
［活動期間］20092 年1月66日から6 22年間
［活動内容］・・地域の子どもたちの栄養状態のモ地
ニタリング グ ・地域住民への栄養改善指導や、料地
理講習会等の開催 ・女性クラブメンバーに対す女
る洋裁の指導や新しいデザインの提案 ・女性ク女
ラブ運営や製作物の販路開拓への支援

 ひひ ひ ろ べ

廣部 えりな さん
青年海外協力隊

［出　　身］福井市福
［職　　種］映像映
［配 属 先］リンゲール県教育委員会リ
［活動期間］20092 年3月3 232 日から3 22年間
［活動内容］・・  学校給食運営への参画・支援強化
のための視聴覚啓発媒体の製作企画、編集作業
等 ・完成した啓発媒体を使った上映会等の実施完

　いい  と  う   　な 　な

伊藤 奈奈 さん
青年海外協力隊

［出　　身］福井市福
［職　　種］看護師看
［配 属 先］パラオ国立病院パ  補助サービス部  
［活動期間］20092 年6月6 222 日から2 22年間
［活動内容］・・院内感染管理体制の改善に向院
けた感染管理看護師の技術向上、関係者の
意識改善

 つつ ち　だち　   　こ  う　じう　

土田 浩司 さん
青年海外協力隊

［出　　身］大野市大
［職　　種］理数科教師理
［配 属 先］パラオ高校パ     
［活動期間］20082 年6月6 232 日から3 22年間
［活動内容］・・チームティーチングの形式及びチ
単独での理科・数学の指導 ・学生の理数教学
科についての興味の増進を図るための活動

 おお  く  ざ ざ わ　こ  う  す  け

奥澤 耕輔 さん
青年海外協力隊

［出　　身］福井市福
［職　　種］柔道柔
［配 属 先］シリア総合スポーツ連盟シ  柔道協会  
［活動期間］20092 年1月66日から6 22年間
［活動内容］・・練習生に対する柔道の指導、礼練
儀作法についての指導 ・将来コーチになり得将
る人材の育成

（（20102010年年33月現
在）月現

世界で活動中の
福井県国際協力

大使

かん

灌
がい

漑

 おお  おさ  わ　こ  う    じ

大澤 晃司 さん
青年海外協力隊

［出　　身］鯖江市鯖
［職　　種］青少年活動青
［配 属 先］カオラック市教育委員会カ
［活動期間］20092 年9月9 282 日から8 22年間
［活動内容］・・就学前教育の質向上を図る就
ための現地教員への指導や教材作成
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フィジー
パラグアイ

ニカラグア

ドミニカ国

  か　 べ　　ひ  ささ   え

嘉部 尚恵 さん
青年海外協力隊

［出　　身］坂井市坂
［職　　種］日本語教師日
［配 属 先］吉林省　通化師範学院吉
［活動期間］20082 年年12月2 222 日から2 22年間
［活動内容］・・日本語の授業日  ・日本語教師日
への指導・助言および勉強会の実施・施 日本
語・日本文化に関する課外活動

  た  なか　たか  え

田中 孝枝 さん
青年海外協力隊

［出　　身］福井市福
［職　　種］村落開発普及員村
［配 属 先］マンヤン郡人民委員会マ
［活動期間］20102 年1月77日から7 22年間
［活動内容］・・少数民族の多いマンヤン郡少
の貧困地域における住民の生活改善を中
心とした農村開発

はやし　ゆ  　な

林 由奈 さん
青年海外協力隊

［出　　身］敦賀市敦
［職　　種］作業療法士作
［配 属 先］ロス・ピピートス（ロ NGO） 
［活動期間］20082 年年6月6 232 日から3 22年間
［活動内容］・・障害児に対する作業療法の実施
及び保護者へのアドバイス・ス 職員に対する作業職
療法及び評価に関する知識・技術についての助言・
協力  ・既存の玩具・用具の工夫・改良及び必要既
な用具の考案 ・訪問リハビリテーションの支援訪

 ささ  か　い　か　   と  も　や

酒井 智也 さん
青年海外協力隊

［出　　身］福井市福
［職　　種］野菜野
［配 属 先］イグアス地域振興協会イ    
［活動期間］20082 年年6月6 232 日から3 22年間
［活動内容］・・農家に対する、生産量の増農
加・品質の改善を目的とした栽培方法の
指導  ・栽培技術の普及活動栽  ・食生活食
改善のための家庭菜園での多種多様な
野菜栽培の普及活動

 せせ ん  だ　　ただ　  かひ  ろ

千田 崇裕 さん
青年海外協力隊

［出　　身］福井市福
［職　　種］料理料
［配 属 先］成人教育局成   
［活動期間］20092 年9月9 282 日から8 22年間
［活動内容］・・地方の職業訓練教室での魚地
料理を中心とした料理指導および栄養改
善指導

 おお  く  む ら　しょう   じ

奥村 彰二 さん
シニシニアニア海外ボランテラン ィティアィア

［出　　身］福井市福
［職　　種］コンピュータ技術コ
［配 属 先］国家災害管理局国     
［活動期間］20102 年1月55日から5 22年間
［活動内容］・・サイクロンなど災害管理に必サ
要なGIS（地理情報システム）整備への技S
術支援

募集期間：平成22年4月1日（木）～5月17日（月）

JICAボランティアの活動について、直接経験者から聞くことのできる機会です。

ぜひご来場ください。

応募に関する問い合せと相談窓口：

・JICA北陸　TEL.076-233-5931　または

・JICA 福井県国際協力推進員　TEL.0776-28-8800 （（財）福井県国際交流協会内）

ボランティアに関する詳細情報はJICAホームページでもご覧になれます。

JICAボランティア平成22年度春募集

4 月 8 日（木）

4 月17日（土）

4 月25日（日）

青年海外協力隊

シニア海外ボランティア

青年海外協力隊

青年海外協力隊

18:30-20:30

10:30-12:30

14:00-16:00

14:00-16:00

福井県国際交流会館 第1会議室

福井県立図書館 文書館

福井県国際交流会館 第1会議室

体験会＆説明会

J ICAボランティア 検 索



国際交流員です！
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テ ー マ「日本のニュースについて思うこと」
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。

「野球・相撲・ゴルフ ～日本のスポーツニュース～」

「経済から政治へ ～政権が代わってから～」

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・水曜日

　僕はテレビをアパートに置いていません。テレビがない

からといって、ニュースを見ていないわけではありません。

僕は大体インターネットもしくは、新聞からニュースを手

に入れています。世界中の有名な新聞社や通信社の記事や

情報をネットから無料でアクセスできるので、今はとても

便利な時代だと思います。例え遥か遠い場所で大きな出来

事があっても、報道局かインターネットによって瞬時に世

界中にニュースが流れます。日本のニュースを見ると、経

済に関する情報が多いようですが、政権が代わってからは

政治に関する番組が多くなった気がします。アメリカの政

治に関する記事は、事実を並べた書物というよりも著者の

政治に対する意見がまるで事実かのように主張されてい

ます。アメリカのニュースメディアから出ている記事を読

むと、左か右に偏っているかどうかがすぐわかりますが、

日本の政治にあまり親しみの無い僕にとっては、日本のメ

ディアの政治的立場を見分ける事が出来ません。

　共通点としては、両国とも芸能ニュースが強調され過ぎ

ます。テレビをあまり

見ない僕としては、み

んなの日常のそういっ

た話に全然ついていけ

ません。

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）

　私はスポーツが大

好きです。中国では、

毎日必ず6時から始

まるスポーツニュー

スを見ていました。

30分くらいの時間

で世界中のスポーツ

情報が手に入るから

です。

　しかし、日本にき

てから、私が望むス

ポーツ情報が得にくくなりました。

日本のテレビニュースは政治、経済、

スポーツなどいろんな領域の情報

が含まれていますが、スポーツだけ範囲がとても狭いとい

う印象です。日本のニュースに出てくるスポーツはいつも

野球、相撲、ゴルフです。Jリーグのサッカーもたまに出

ますが、私の一番好きなアメリカNBAのバスケットやヨー

ロッパのサッカーなどはほとんど報道されていません。す

ごくがっかりしましたが、幸いインターネットで試合の結

果などの情報が調べられるので助かります。

　私は平日週に2回バスケットボールをしています。県内

外のバスケットボールの試合に出場し、日本にもバスケッ

トボールが好きな人はいっぱいいることが分かりました。

バスケ好きの私としては、今後、日本のスポーツニュース

で、野球、相撲、ゴルフばかりでなく、NBAとか日本バス

ケットリーグの情報が見られればいいのにと思っています。
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代 表 者：会長　笠原　章

設　　立：平成3年8月8日

会 員 数：団体会員43団体　個人会員97名

年 会 費：団体 10,000円
　　　　　個人 1,000円

入会条件：当会の趣旨に賛同し協力して頂ける方

問合せ先：越前市国際交流協会
　　　　　TEL 0778-24-3389
　　　　　FAX 0778-24-5951
　　　　　Eメール: t-i-a@cu.ttn.ne.jp

　越前市には、平成22年1月現在約2,800名の外国籍の人々が暮

らしており、その数は福井市に次いで県内で二番目ですが、市総人

口に占める割合は約3.2パーセントと県内一です。（最も多い国籍は

ブラジルで、県内在住の同国籍者のうち約七割が越前市に集中）

　内なる国際化の進む同市において、「多文化共生」をサポートす

る市民活動団体として、主に地域の在住外国人をはじめ、会員や一

般の方 を々対象に「交流（様々な交流イベントを通して相互理解で

きる機会を提供）」「情報（外国語や多文化共生を学ぶ機会を提供）」

「多文化共生サポート（国籍やルーツ等を問わず、地域住民が笑顔

で共存するために必要な活動を実施）」を柱とする三事業を実施し

ています。

　すべての地域住人が、社会を構成する重要な一員であることを再

認識し、多様な考え方や価値観に触れ、それを互いに認め合うこと

のできる多文化共生を目的とした当会の活動に、みなさんも一緒に

取り組んでみませんか！

ブラジル7月祭「フェスタ・ジュリーナ」
：（社）武生青年会議所と共催

日本語指導ボランティア養成講座

夏休み中国料理
教室：シェンビン（

お焼き）作り

毎年恒例・市夏祭りの盆踊りに参加

ポルトガル語で
生活情報をラジオ発信！
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場　　所：福井県国際交流会館  2階  研修室２

時　　間：初級1と会話　火曜日　18:00～20:00
 初級3と会話　木曜日　18:00～20:00

受 講 料：2，000円
 （テキスト『みんなの日本語初級１本冊』は書店にて各自購入）

　外国籍の子どもたちの支援として、日本語学習・

指導図書をそろえた日本語リソースセンターを福井

県国際交流会館1階の情報相談コーナーに開設

しました。今後も、図書・資料を充実させ、子どもた

ちの日本語や教科学習支援を行う環境を整備して

いく予定です。

　学校の先生方や日本語サポーターの皆さん、

ぜひご活用ください！

　福井県在住の外国人の方を対象に、日常生活に必要な語彙や表

現を学ぶ日本語の初級講座を3コース開催しています。4月からは「初

級1と会話」と「初級3と会話」の2コースが始まります。お知り合いの

外国の方にご紹介ください。

　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、学校へ訪問し日本語指導を行うことも可能です。

〈平成21年度実績　相談対応件数7校（派遣は3校）〉

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。

日本語教材だけでなく、福井県内
の小中学校で使用されている教
科書（国語・社会・算数・理科など）
も配架しています。
日本語関連図書・教科書等159冊
（平成22年3月25日現在）

初級1と会話

初級3と会話

4/13、20、27、5/11、18、25、6/1、8、15、22、29、7/6 計12回

4/8、15、22、5/13、20、27、6/3、10、17、24、7/1、8 計12回

火曜日

木曜日

スケジュール



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）

日本語常設講座
 4 月～ 7 月

日本語ボランティア入門講座
 5 月～ 7 月

外国人のための無料行政書士相談
 4 月17日、 6 月19日

外国人のための無料法律相談
 5 月15日、 7 月17日

異文化理解講座
（2010年APECエネルギー大臣会合開催記念）

 6 月

留学生ホームビジット体験
 6 月

国際交流嶺南センター

日本語ボランティア入門講座
 5 月～ 7 月

異文化理解講座
（2010年APECエネルギー大臣会合開催記念）

 5 月～ 6 月

嶺南地域国際交流推進会議
 6 月

外国人のための無料法律相談
随時

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17:00～17:15）

広　報　誌 「グラフふくい」（毎月10日発行）

新聞やテレビで、県の情報をキャッチ！

※ラジオやインターネットでも提供中。
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　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・祝日・年末年始は休み）となっております。

団体

個人

●

●

●

●

日本語ボランティ
ア入門講座

国際理解教育出張講座
「ハローワールド」
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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２３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 ！２２

有限会社  オタ広告社

北陸設備工業株式会社

福井県農業共済組合

轟産業　株式会社

福井エスペラント会

社団法人  あすの福井県を創る協会

（株）エル・ローズ

関西電力（株）

ハロークラブ　

好学会

韓国語講座アンニョン

福井ヤクルト販売株式会社

ニーハオ

特定非営利活動法人  福井県日本中国友好協会

E･G･K（英語を学習する会）

有限会社  オーディエス

コミュニケーションズ・ジャパン

竹の子の会

VEC

Let's speak in English

ピタリ会

Fess

こんにちは日本語の会

大和電建株式会社

茅ヶ崎方式英語勉協会

福井県信用保証協会

ニューヨークタイムズを読む会

パンダの会　

株式会社  コーワ

フェニックス英会話グループ

パソーナ

中国語を楽しむ会

インターナショナルクラブ

日本語の輪を広げる会

（株）エクシート

平成２１年度  団体賛助会員 （順不同）

ご賛同をいただき、ありがとうございます！

詳細は、（財）福井県国際交流協会までお問合せください。

TEL.0776-28-8800
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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≫

福井コロナシネマワールド

Baby&Kid’s  赤ちゃん堂

〒914-0063  敦賀市神楽町2丁目3-17
TEL.0770-22-0207  FAX.0770-23-0033
　 月～土 9:00～20:00／日 12:00～19:00
　 第3水曜日

〒910-0803  福井市大和田30-17 
上映案内 0776-52-5675（音声案内）
劇場TEL 0776-52-8822
http://www.korona.co.jp

賛助会員特典

［個人会員　会員証提示者のみ
　　（他のクーポンとの併用不可、

 　　現金払いに限る）］

● 商品　→ 5％割引
　（バーゲン、特価品除く）

賛助会員特典

敦賀局

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 グリーンプラザ

ホテル
アクアトム

日石SS

中央卸売市場

至福井市街

至鯖江

至丸岡

九頭竜川

至福井北I.C

ニトリ

ヤマダ電機

フェアモール
福井

Ｐ

［1回につき個人会員本人とその同伴者3名まで
　　（他の割引券との併用不可）］

● 特別鑑賞券
　→ 大人1，080円、小人720円
　（利用できない作品もあります）

国際交流会館で購入し、鑑賞時映画館の受付に
提出してください。（有効期限があります。精算後
の払戻し、紛失時の再発行はできません。その他の取

扱い等は事前に問合せてください。）

営

休

今年創業50周年、贈って喜ばれる専門店ならではの品揃えで、

安心してお買い求めいただけます

毎日20時以降の上映が 1,200円
毎月1日

ファーストデー 1,000円

毎週月曜

男性サービスデー 1,000円

毎週金曜

女性サービスデー 1,000円

毎月5日、16日、27日

コロナサンクスデー 1,000円
※コロナッチョカードの提示が必要です。

レイトショー

コロナッチョカードのご提示で
　　  300円　　　　　　 200円 割引

コロナッチョカード割引

大人 大学生以下

どちらかが50歳以上なら、
　　　　　　　  夫婦で 2,000円
※同一作品のご鑑賞に限ります。
　年齢確認の出来るものをご持参下さい。

夫婦50割引

4/17（土） 公開
アリス イン ワンダーランド
ディズニーデジタル3D上映決定！
※デジタル3D上映は入場料に別途300円必要です。

4月の
イチオシ！

サイズ：新生児（
50cm）～レディ

ース（160cm）

出産準備用品から
子供服・育児用品

まで全てOK！
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養浩館
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福武線
福井駅前

国
道
8
号
線
あけぼの
学院

パリオ

福井I.C. 
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福井駅

えちぜん鉄道
福井駅
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商工会館
敦賀郵便局

気比神宮

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！

宇佐見 清吾 さん
う　さ　み　せい ご

1980年福井市生まれ。
2005年広島大学大学院保
健学研究科卒業後、広島
市内の病院勤務。2009年
から青年海外協力隊で理学
療法士としてタンザニアへ。

面　　積：94.5万km2

人　　口：4,248万人
首　　都：ドドマ
主要言語：スワヒリ語、英語
（出典：外務省ホームページ  2009年12月現在）

挨拶と年長者を大切にする文化

　タンザニアはアフリカ最高峰のキリマンジャロ、アフリカ最大の淡水湖ビクトリア

湖、セレンゲティ国立公園やンゴロンゴロ保全地域など自然が豊かな国です。最近

はスワヒリ語でNgomaと呼ばれる太鼓の叩き方をタンザニア人から習っています。

日本の和太鼓に形が似ていますが、基本、手の平でそれを叩いて演奏します。その

ため、手の平が結構痛いです。しかし、タンザニア人の手の平は厚く、硬いためいい

音を醸し出します。タンザニアを含めアフリカのリズムはノリがいいためダンスに合

わせてよく演奏されます。

　また、タンザニアはスワヒリ語を国語としており、挨拶と年長者を大切にしている

言語文化です。その日初めて会う人には、家族、仕事、健康、今日の出来事などの

話題について一通りの挨拶や会話から全てが始まります。この文化は現在の日本

では失われつつある文化なのではないでしょうか。挨拶から始まる1日、年長者を敬

う文化は自分の幼少期を思い出します。学ぶことが多いこのタンザニアでのスワヒ

リ文化が体感できるのも残り1年を切りましたが、出来るだけ楽しんで生活していき

たいと思います。
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タンザニア連合共和国位置図

タンザニアのサファリでの朝日。タンザニアで見る朝日や夕日はオレンジ色
に染まって見え、まさに燃える太陽です。

よく行く露天のコーヒーショップ。ここで
仕事帰りのタンザニア人達がコーヒー
を飲みながらその日一日の事がらにつ
いて色々おしゃべりをしています。

Ngoma（太鼓）の練習中。みん
なフレンドリーに一からNgoma
の叩き方を教えてくれます。しかし、
その時々によって言うことが違う
ので全てはノリが大切だと最近
分かってきました。
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