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●静岡県藤枝市（昭和58年10月提携）
●アメリカ・ミズーリ州コロンビア市（昭和63年３月提携）
●中国・江蘇省　陽市（平成７年10月提携）
●オーストラリア・ニューサウスウエールズ州ペンリス市
（平成７年10月提携）

●イギリス・リンカンシャー州ボストン町（平成14年５月提携）
●フランス・ロワール州ボージャンシー市（平成11年９月提携）
●ドイツ・ヘッセン州ラウンハイム市（平成９年５月提携）

協会の名称とシンボルマークが変わりました
合併に伴い、名称が「白山市国際交流協会」となり、シ
ンボルマークも変更となりました。新シンボルマークは、
前回同様、本市在住の画家西のぼる先
生のデザイン監修のもと、地球を背景
に、白山市（HAKUSAN）の頭文字『Ｈ』
を使い、二人の人間が握手している形
を表し、世界の平和と友情を象徴した
ものであり、緑は大地、青は海、白は
平和を表しています。
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2 ふれんどりい●No.１

中国・江蘇省の南部、東の上海からは225km、北西の南京からは
128km、長江デルタの一番豊かな土地に　陽市があります。
2,200年の歴史を有し、李白などの多くの文人を輩出しています。
農業はお茶、たけのこ、栗、養蚕が盛んで、人造湖「天目湖」は養
殖とともに観光・保養地としても有名です。
・人口　　　　約78万人
・市域面積　　約1,535平方km
・交流の状況　近年市民レベルでの訪問が盛んに行われています。

また、 陽市の教育を振興支援するため、教育資金
を毎年送っています。（支給対象児童約50人）

・交流人数（H7～H17.3末）
白山市→　陽市　9回　103人
陽市→白山市　8回　48人

中国・　陽市（平成7年10月提携）

静岡県のほぼ中央に位置し、地味豊かな平坦地で温暖な気候に恵ま
れ、お茶・みかん・乾椎茸などの主要産地として知られています。
東海道五十三次の中でも屈指の宿場町として安藤広重に紹介されて
います。
・人口　　　　約13万2千人（4万5千世帯）
・市域面積　　140.74平方km
・交流の状況　提携以来、市民レベルでの教育文化・スポーツ交流

が行われています。
・交流人数（S58～H17.3末）

白山市→藤枝市　245団体　8,406人
藤枝市→白山市　260団体　8,728人

静岡県藤枝市（昭和58年10月提携）

アメリカ・ミズーリ州中北部の交通の要衝地で、東のセントルイス、
西のカンザスシティからそれぞれ200km、州都ジェファーソンか
らは50kmに位置しています。市内にミズーリ州立大学コロンビア
校、スティーブンス大学、コロンビア大学の3大学を有する緑豊か
な学園都市です。
・人口　　　　約8万9千人
・市域面積　　約114.6平方km
・交流の状況　両市の中学生を相互に派遣し、夏休みの約1週間ホ

ームステイ交流を行っています。
・交流人数（H2～H17.8末）

白山市→コロンビア市　中学生8回　198人
コロンビア市→白山市　中学生7回　160人

アメリカ・コロンビア市（昭和63年3月提携）

特集特集
わたしたちの親善友好都市

親善友好都市が世界の７都市に
合併により白山市の親善友好都市が国内の静岡県藤枝市をはじめ中国、アメリカ、

ヨーロッパ、オーストラリアの世界７都市に広がりました。静岡県藤枝市とは、ス

ポーツ少年団など民間団体レベルでの草の根交流が活発に行われています。また、

コロンビア市、ペンリス市、ボストン町等との青少年のホームステイ交流事業は、

市内全域を対象とするため、市内にお住まいの中高校生の皆さんに参加のチャンス

が広がりました。今後、これらの親善友好都市との友好を一層推進し、新しい交流

内容も検討していきたいと思います。
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平成5年に初めて旧美川町に着任した国際交流員がボストン町出身
だったことが縁で交流の始ったボストン町は、イギリス・ロンドン
の北200㎞に位置し、リンカンシャー州の広大で豊かな土地を生
かした農業中心の町として発展しました。近年は、古い町並みを活
かした観光、また湾に面しているので海岸関係の産業が盛んです。
・人口　　　　約5万4千人
・市域面積　　約361平方km
・交流の状況　両市の中学生を相互に派遣し、夏休みの約2週間ホ

ームステイ交流を行っています。
・交流人数（H6～H17.7末）

白山市→ボストン町　中学生6回　62名
ボストン町→白山市　中学生5回　53名

イギリス・ボストン町（平成14年5月提携）

ドイツ・ヘッセン州にあるラウンハイム市は、フランクフルト国際
空港の南12kmに位置しています。旧白峰村では、明治７年にラウ
ンハイム市出身のライン博士が白山登山の際に植物化石（桑島化石
壁）を発見したことから、ライン祭として博士の功績を称えてきま
した。
・人口　　　　約１万４千人
・市域面積　　約12平方km
・交流の状況　隔年で白峰中学の生徒達が修学旅行として訪問しま

した。今後も文化交流を中心に交流を深めます。

ドイツ・ラウンハイム市（平成9年5月提携）

ボージャンシー市は、フランスの首都パリの南西に位置し、フラン
ス最長のロワール川（1,020km）に面した静かな町です。世界的
に有名なロワールの古城群への玄関口として、また、百年戦争で活
躍したジャンヌ・ダルクがイギリス軍を破った地としても有名で
す。
また、フランス国内の花の町コンクールで権威ある賞「四つの花」
を獲得した花いっぱいの町で、花壇117カ所、延べ面積2,000m2、
花壇のデザインは60種類を誇ります。
・人口　　　　約8千人
・市域面積　　16.45平方km

フランス・ボージャンシー市（平成11年9月提携）

オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の州都シドニーの西約
55kmに位置しています。市全域が平野で、冬季でも3℃～17℃と
暖かく、1年を通じて雨が少なく、市内には日本企業の工場もあり、
農業は酪農、トウモロコシ、果樹、野菜のほか、牧草などの飼料作
物が栽培されています。また、藤枝市の姉妹都市にもなっています。
・人口　　　　約17万2千人
・市域面積　　約407平方km
・交流の状況　両市の高校生を相互に派遣し、夏休みの約2週間ホ

ームステイ交流を行っています。
・交流人数（H5～H17.8末）

白山市→ペンリス市　高校生7回　68人
ペンリス市→白山市　高校生6回　76人

オーストラリア・ペンリス市（平成7年10月提携）

わたしたちの親善友好都市
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H.I.A.だより
．．．

JAPAN TENT
― 64人の留学生が市内でホームステイ ―
第18回ジャパンテント－世界留学生交流・いしかわ2005－が今年も

県内全体で開催されました。白山市には、７月30日から８月２日の日程
で、32の国と地域から64人の留学生が来市し、市内63家庭のお宅でホ
ームステイを体験しました。
留学生の皆さんは、和太鼓に挑戦したり、獅子頭根付色付け体験やそ

ば打ちを楽しみました。またホストファミリーデーでは、バーベキュー
をしたり、浴衣・甚平を着て夏祭りに参加したり、魚釣りなどの自然体
験をしたりと家族との交流も深め、楽しいひとときを過ごしたようです。

国際交流ボランティアグループ
『モーニンググローリー松任』

国際交流功労者知事表彰―市長へ喜びの報告―
平成３年の設立以来、13年にわたり、在住外国人に対する生

活相談や支援、日本語指導を行っている『モーニンググローリー
松任』の活動が認められ、平成16年度国際交流功労者知事表彰
を受賞し、その報告のため、３月18日、的市長を訪れました。
的市長より、労のねぎらいを受けた代表の早坂田恵子さんは

「これからの活動の励みになります。」と語っていました。

○白山石川ロータリークラブ交換留学生の帰国報告 （６月30日）
白山石川ロータリークラブ交換留学生として、１年間

松任高校に留学していたコートニー・ペンブリッジさん
（アメリカ出身）が日本での生活を終え帰国。

○白山石川ロータリークラブ交換留学生の出発報告 （７月21日）
白山石川ロータリークラブ交換留学生として、宮田阿

沙美さん（倉光八丁目）がオーストラリアへ出発。

○白山石川ロータリークラブ交換留学生の帰国報告 （８月４日）
白山石川ロータリークラブ交換留学生として派遣され

ていた高松征賢くん（宮永市町）が１年間のカナダでの
留学を終え、帰国。

○白山ロータリークラブ交換留学生の報告　 （８月11日）
白山ロータリークラブ交換留学生として松本賢祐くん

（幸明町）がカナダへ出発。

○白山ロータリークラブ交換留学生の報告　 （８月11日）
白山ロータリークラブ交換留学生として、１年間翠星

高校に留学していたタッカー・キャンベルくん（アメリ
カ出身）が日本での生活を終え帰国。

＊＊＊ホストファミリーの感想＊＊＊
＊留学生の皆さんは皆、目的をしっかりと持って
いて、よく勉強しているのでいつも感心します。
その事で私たちも“がんばろう”というパワー
をもらっています。また自分たちの住む町につ
いて私たちの方が勉強し直したりしてうれしく
思います。

＊初めはお互い緊張していても、次第にリラック
スして、家族のような付き合いが全世界に広が
るようでとても幸せに思います。

＊日本語がとても上手でびっくりしました。とて
も勉強熱心で、目上の人に対する礼儀等も感心
しました。

＊毎年留学生を受け入れて感じることは、本人が
一生懸命に家族とうち解けようと努力をしてい
るのがよくわかります。私たちに元気をくれま
す。

＊＊＊ホストファミリーの感想＊＊＊
＊留学生の皆さんは皆、目的をしっかりと持って
いて、よく勉強しているのでいつも感心します。
その事で私たちも“がんばろう”というパワー
をもらっています。また自分たちの住む町につ
いて私たちの方が勉強し直したりしてうれしく
思います。

＊初めはお互い緊張していても、次第にリラック
スして、家族のような付き合いが全世界に広が
るようでとても幸せに思います。

＊日本語がとても上手でびっくりしました。とて
も勉強熱心で、目上の人に対する礼儀等も感心
しました。

＊毎年留学生を受け入れて感じることは、本人が
一生懸命に家族とうち解けようと努力をしてい
るのがよくわかります。私たちに元気をくれま
す。

▲的市長に受賞を報告する早坂田恵子さんと中田順子さん（右）

▲２グループに分かれて和太鼓に挑戦

ロータリークラブ交換留学生の市長表敬訪問日誌

モーニングローリーの活動がテレビで放映されます。
石川テレビ「ふれあい空間いしかわ」

～心を込めて国際交流～モーニングローリー

11月12日（土）午前11：15～11：30
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H.I.A.だより
．．．

▲意外と難しい“白山市クイズ”（頂上にて）

▲フォークの持ち方などテーブルマナーの違いを説明

▲樹木公園は“宝物”がいっぱい

クリスティと遊ぼう「イースターのお祭り」
３月29日松任児童館　３月30日かわち児童館

欧米の伝統行事でイエスの復活を記念して行なわれるイ
ースター（復活祭）にちなみ、市内の２つの児童館でエッ
グ作りやチョコレート探しゲームなどを楽しみました。講
師は本市国際交流員のクリスティのほか、能美市の国際交
流員のティースン・ニムさん（ともにイギリス出身）にも
協力してもらい、児童たちはイースターについて紙芝居で
説明を受けた後、ヒツジやウサギ、ヒヨコに見立てたエッ
グづくりに挑戦しました。「これらの動物は春にたくさん
子どもを産むから復活のシンボルです」との説明を受け、
納得しながら春らしいお祭りを楽しんでいました。

エンジョイ・国際交流
「初夏の山里をトレッキング」 ６月４日

市内や近郊に住む外国人といっしょにトレッキングをし
ながら、国際交流を楽しむ行事が行われました。参加者は、
日頃から健康づくりに取組んでいる市民の皆さんとロータ
リークラブの留学生をはじめ市内や近郊の外国語指導助手
（ALT）の皆さんで、総勢35名が鳥越城址までのトレッキ
ングに汗を流しました。頂上では、グループにわかれ、白
山市にちなんだクイズラリーで盛り上がった後、鳥越にわ
か工房でのそば打ちを体験しました。

国際理解講座
「アメリカ英語VSイギリス英語―どっちの英語ショー」

６月23日、７月７日

ひとくちに英語といってもアメリカ英語とイギリス英語
って違うってホント？という疑問に応えるための国際理解
講座が、鶴来総合文化会館において２回シリーズで行われ
ました。
アメリカ英語とイギリス英語では、同じ意味でもスペル
や発音が違う単語が数多くあり、講師のイギリス出身のク
リスティとアメリカ出身のジョンは、誤解が生じたエピソ
ードを紹介しながら説明し、笑いを誘っていました。

クリスティの小学生自然講座
～ネイチャーハント～　

８月３日

自然のなかの生物や植物などを宝物に見立てて探し出す
ネイチャーハントゲームが樹木公園で行われました。参加
した市内の小学生20名は、「珍しい形のリーフ（葉っぱ）」
「インセクト（昆虫）」「スモールなもの（小さいもの）」な
ど、英単語を交ぜた10個の宝物を探して園内を回りまし
た。発表タイムでは、カブトムシやタマムシなどを披露し
あい、歓声をあげていました。

かわいい 
イースターエッグが 

できました ▲ 

▲バ
ッタ
を 

　見
つけ
たよ
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10 ふれんどりい●No.１

白山市のJET青年として、姉妹都市交流や国際交流イベント等を行うCIR（国際交流員）と中学校
や小学校で英語を教えるALT（外国語指導助手）は、総勢6名です。街で見かけたら、ぜひ声をかけ
てくださいね!!
皆さんに共通の質問に答えていただきました。手書きのものは、それぞれご本人の直筆です。

①名前　②出身地　③趣味　④白山市の好きなところ　⑤将来の夢、職業　⑥メッセージ

JETプログラムとは、Japan Exchange and Teaching Programmeの略称で、日本語では「語学指導等を行う外国青年
招致事業」といいます。現在、全国で41ヶ国から6,103人、石川県では15ヶ国126人が活躍しています。

JETのひろば JETのひろば JETのひろば 

ケビン 
（アイルランド） 

クリスティ 
（イギリス） 

ジョン 
（アメリカ） 

ダニエル 
（アメリカ） 

オズ 
（イギリス） 

デボラ 
（アメリカ） 

JETひとくちメモ

①　ジョン・マーブル

"ジョン"

②　アメリカ合衆国ミズーリ州コロンビア市
③　科学、演じること、寝ること、食べること、映画
を作ること、日本語を話すこと、何と言っても寝
ることが一番好き！

④　私のお気に入りの場所は、「白山市役所」です。
というのも、宇宙船に似ているから。もちろん、
学校も大好きです。

⑤　私の夢は、車輪がついた家を買って、ガラスの泡
で家をすっぽり覆って、その中で植物をいっぱい
植えて、酸素を作り出して宇宙に向けて発射する
ことです。そして、私の宇宙での実験室で“ゾン
ビハムスター”を作ること。

⑥　白山市の皆さん、いつも友情をありがとう。白山
市での生活をすごく楽しんでいます。これから、
もっとたくさんのすごい経験を重ねていきたいで
す。

①　オジー・ポウ

“オズ”か“オジー”

②　イギリス・ウエールズ州スワージー市生まれ。ロ
ンドン出身ですが、大学生の時に１年間、ドイツ
に留学していた経験もあります。

③　新しい言語と文化を学ぶこと。ドイツ語を含め４
カ国語が話せます。ぜひ、日本語も習得したいで
す。私はお花が大好きで、生け花をしたいです。
お花って生活をとっても華やかにしてくれます
ね。

④　今住んでいる美川が気に入っています。人々はと
ってもフレンドリーだし、近くに海もあって、き
れいな町です。

⑤　イギリスを代表する外国人大使として日本で働く
こと。日本語を学ぶこと。

⑥　白山市のみなさん、歓迎してくださってありがと
うございます。できるだけ多くの人と会って、お
互いの文化を学びあいたいと思います！
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ALT(外国語指導助手)として、主に鶴来中学校と北辰中学校で英語の指導にあたったマジョア
ナ・バースさんと美川中学校のカーク・ネビルさんが任期を終え、8月にそれぞれ帰国されました。
これはお二人からのメッセージです。マジョアナさん、カークさんありがとう!!JETのひろば JETのひろば JETのひろば 

2年間お世話になりました2年間お世話になりました
皆さん、２年間本当にお世話になりました。ここで過ごした２年間はすごく楽し

くて、いろいろ学びました。この２年の間には、たくさんのすばらしい人々とふれ
あい、たくさんのすてきな友人ができました。美しい自然に囲まれて、そしてすて
きな人に囲まれながら、楽しくて、居心地の良い生活を送れました。ALTの仕事を
本当に楽しんで、そのおかげで、言語教育への興味が深まり、これから外国語（日
本語かフランス語）の教師を目指したいと思います。今まで、いろいろ親切にして
いただいて、そして何回も助けていただいた人々に心から感謝しています。日本を
去るのは大変悲しく思いますが、ここで過ごした２年間は満足いっぱいな時間でし
た。では皆さんお元気で。どうもありがとうございました。

マジョアナ・バースさん
（アメリカ・フロリダ州出身）

私は美川中学校で、2003年の夏からALTを務めました。もうすぐイギリスに戻り
ますが、この２年間「日出ずる国」日本の中学校で働いた経験と、日本での生活に
ついて少し触れたいと思います。
来日してたくさんのことを学びましたが、その中で気づいたのは、日本の子供た

ちはイギリスの子供たちと比較して、より多くを求められているように感じたこと
です。また、学校に滞在している時間も日本の学校では長いです。それにもかかわ
らず、ほとんどの生徒たちは、熱心に勉強し、友好的で、勤勉でした。校舎内で生
徒たちとすれ違った時も、みな気さくで、元気よく「ハロー」と声をかけてくれ、
快く受け入れてくれました。また、多くの地域の住民の方々と、言葉の壁や文化の
違いを超えて会話でき、楽しませてもらいました。ですから、イギリスに戻るのは
とても寂しく思います。日本で生活し、働くということは私にとって、とても楽し
く価値ある体験でした。そして、自分の人生の一部を、この不思議で素晴らしい国
で過ごせたことに満足しています。

カーク・ネビルさん
（イギリス・リンカンシャー州出身）

H . I . A . か ら の お 知 ら せ

「世界の絵本読み聞かせ」
がスタートします

松任図書館の世界の絵本コーナーの蔵書を活用して、県
内の国際交流員たちが、自国の絵本を母国語で紹介します。
まずは、自分たちの国の言葉で、次は日本人の読み手が日
本語でお話します。さて、どんなお話が出てくるのでしょ
うか。お楽しみに!!

日　時：10月15日(土) 午後１時～１時30分まで
第１回目は「イギリスの絵本」を紹介します。
（読み手：クリスティ）

場　所：白山市立松任図書館
対　象：小学校低学年までの児童とその保護者
参加費：無料

＜今後の予定＞ 11月19日(土) ロシアの絵本
12月17日(土) アメリカの絵本　

秋の獅子吼トレッキングとBBQ

紅葉シーズン到来です。外国人と日本人がいっしょに汗を流す好評
のアウトドア行事です。今回は、紅葉まっさかりの獅子吼高原（スカ
イ獅子吼）に向けて１時間かけてトレッキングします。山頂に着いた
ら、バーベキューで交流。帰りはゴンドラで降ります。

日　時：11月６日(日)午前９時30分～
午後４時ごろ

集　合：午前９時20分白山市役所前から
出発（市バス乗降場所：白山市役
所前、クレイン前、現地集合も可）

行き先：スカイ獅子吼
定　員：35名（おおよそ外国人15名、日本人20名）

＊応募多数の場合は、抽選で決めます。
参加費：1,000円（帰りのゴンドラ料金とBBQ代を含みます）
お申込みは：電話で国際交流協会事務局（℡076-274-9520）まで
申し込み締め切り：10月28日(金)まで

ふれんどりぃ1号  11.4.12 19:12  ページ 11



12 ふれんどりい●No.１

Ｈ . I . A . か ら の お 知 ら せ

ふれんどりぃ1号  11.4.12 19:12  ページ 12


