
岩手に住むフィリピン出身の方々が中心となって活動している
「岩手サークル・オブ・フレンズ」の代表工藤シンティアさんに
フィリピン料理を紹介していただきました。

フィリピンの代表的な料理です。
もともとは、スペインから伝わった料理で、名前は
「酢漬け」という意味。今では、家庭ごとに作り方が
違い、レシピが様々あるようです。

岩手サークル・オブ・フレンズ
代表　工藤シンティアさん

（フィリピン出身）

材料・4 人分

１．鍋にオリーブオイルを熱し、みじん切りの

　　にんにくを入れる。

２．豚肉と鶏肉を鍋に入れ、水、醤油、酢、

　　およびローリエを加え、沸騰させます。

　　蓋をして30分ほど、肉が柔らかくなる

　　まで煮ます。

３．肉（豚肉・鶏肉）を取り出し、ほかの鍋

　　に入れ、オリーブオイルで数分、肉を

　　炒め、焦げ目をつけます。

４．炒めたお肉を元の鍋（２）に入れ、好みで、

　　塩コショウを加え、味を調え、5分ほど

　　煮込みます。

５．温かいうちに、アドーボとご飯を一緒に

　　お召し上がりください。

作り方

岩手に暮らす外国出身の方を紹介します。

笹川　サルバシオンさん

Salvacion Sasakawa アドーボアドーボ
岩
手的生

活

国際結婚でフィリピンから来日し、慣れない土地での生活や子育てに悪戦苦闘
しながらも、PTAやスポーツ少年団の活動に積極的に参加し、家族や周囲の支え
で岩手県の生活も１７年になりましたと話すサルバシオンさんの体験談です。

　すばらしい意義深く、忘れられない良い思い出を岩手に住んでいるフィリピ
ンの同郷の方々、岩手に住む外国出身のお母さんたち、岩手を第二の故郷とす
る方々とともに分かち合いたいと思います。もし、夢を持っているのなら、そ
れを実現させましょう。
　昨年 12 月、大阪で行われた「JOC 全国都道府県対抗中学バレーボール大会」
へ行きました。それは息子政一が中学校最後の年に、幸運にも岩手県選抜チー
ムの選手として 12 人の中に選ばれたので、他の保護者と共にその大会を参観
しました。
　選抜選手としての練習は 4ヶ月に及び、たくさん練習をして試合に臨みまし
た。多くの友人を得ることができ、たくさんの人と出会う良い機会に恵まれ、
勝敗に関係なく、精神的に成長でき、彼の人生の中でとても貴重な体験ができ

たと思います。
　それは私にとっても同じです。母親として、岩手県内の他
校の保護者と出会うことはなかなかないことです。練習の
送迎を快く引き受けてもらい、パンフレットの広告やメッ
セージを集めるのに奔走しました。私は息子を誇りに思い
ます。他の保護者の方にとってもきっと同じに違いありま
せん。岩手県民としても誇りに思います。
　最後になりますが、岩手選抜チームにご尽力いただきまし
た監督の津志田精徳先生をはじめ、コーチやスタッフの方々
にお礼を申し上げます。ありがとうございました。

材料の「にんにく・しょう油・酢・水・ローリエ」にお
肉を漬けて一晩寝かせると、味がしみ込みます。そして、
それを煮るだけでも OK。そして、ニンニクと胡椒をたく
さん入れると美味しい！お肉は脂が多いお肉をおすすめ
します。（お好みでどうぞ）。豚肉か鶏肉かどちらか一つ
のお肉で作るのもいいですが、2 種類のお肉をつかうほ
うがさらに美味しくなります。たくさん作って、翌日に
食べるのも、また美味しいですよ！

ポイント！

Iwate Circle of Friends 

「助け合う心が大切です」という代表のシンティ
アさん。岩手サークル・オブ・フレンズは、県内
在住のフィリピン出身者のほか、日本人や他の
海外出身者で構成されています。フードフェア、
ダンスパーティなどのイベントを行い、収益金を
フィリピンや諸外国の恵まれない子どもたちに
寄附する活動を続けています。また、3 月の震災
後には陸前高田市や大船渡市に住む同郷の仲間
を励まし、助け合う活動もしました。

岩手サークル・オブ・フレンズ岩手サークル・オブ・フレンズ岩手サークル・オブ・フレンズ団体
紹介

AdoboAdobo

協会からのお知らせ

http://buildingbridges-i.blogspot.com/

Building Bridges
英語版震災ブログ

- Iwate now, after the earthquake

　岩手で報道された記事などを通じて、東日
本大震災で被害を受けた人々の様子や地域の
復興の現状をお知らせするブログです。
　海外に発信されていない地域の震災関連記
事、地域の人々の様子や声、復興の現状を英
語に翻訳し、より多くの方に伝えます。
　現地の様子を伝えることにより、現実に起
きた出来事を忘れ去られないよう、また、被
災者や復興に向けての支援を願うものです。

英語版震災ブログを開設しました

連絡先：岩手サークル・オブ・フレンズ
工藤 TEL：019-613-5675

7月、沿岸に住む同郷の仲間へ物資を届けた際に
ダンスで仲間を励ましました。

・豚肉　　　　　250g ひと口大

・鶏肉　　　　  250g ひと口大

・にんにく　　　1/2 個粗みじん切

・しょう油　　　1/4 カップ
・酢　　　　　　1/2 カップ
・水　　　　　　1カップ
・ローリエ　　　2～ 3枚
・オリーブオイル大さじ 2
　※サラダ油でもよい
・水　　　　　　大匙 1.5
・塩・こしょう  適宜

※写真のお肉は、豚（バラ肉）、鶏（ムネ肉）を使っていますが
　お好みのお肉で美味しく作ってください。

白いご飯とアドーボの汁がよく合います！

県民の幅広い参加を通して、積極的な国際交流活動を進
めるため、当協会の趣旨・目的に賛同してくださる個人
の方、団体の「賛助会員」を募集しています。
国際交流に関心がある方、新しいことを始めたいと考え
ている方、あなたも賛助会員になりませんか？

編集・発行 公益財団法人

岩手県国際交流協会

■国際交流センター（アイーナ5F）
　開館時間：　　9：00～ 21：30
　休 館 日：　年末年始、その他

〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通1-7-1アイーナ5F
FAXFAX 019-654-8922TELTEL 019-654-8900

URLURL http://www.iwate-ia.or.jp/
E-mailE-mail newsletter@iwate-ia.or.jp

右記のアンケート内容の回答に、住所、
氏名、電話番号、「日本語版9,10月号ア
ンケート」とお書き添えの上、ハガキ、
FAX、または、メールにて下記当協会ま
でお送りください。アンケートの締切は、９月3０日当日消印
有効です。今回は、石原敏郎著「つれあいはオランダ系オージー」
の本を5名様にプレゼントいたします。なお、プレゼントの当
選発表は発送をもってかえさせていただきます。
どうぞご了承ください。

アンケートのお願い

平成 23 年度 賛助会員　新規入会・継続を受付中！

① 協会情報紙「Jien go」（隔月）、協会機関
　誌「いわて国際交流」など、協会の発行物
　を送付します。
② 協会主催の催し等の案内をいち早く
　お届けします。
③ 協会主催のイベントやセミナーの参加
　費が割引になります。
④ 「エスニックレストランマップ」を差
　し上げます。提携している店舗で各種
　サービスが受けられます。
⑤ 「旅行優待マップ」を差し上げます。
　提携している旅行会社で、各社企画商
　品の割引が受けられます。
⑥ 税法上の優遇措置が受けられます。

賛
助
会
員
特
典

① 個人会員　１口　　３,０００円
② 団体会員　１口　１０,０００円
③ 学生会員　１口　　１,０００円

年
会
費

新規・継続の手続きは、所定の振込用
紙（兼申込用紙）により銀行窓口で振り
込んでいただくか、または、国際交流セ
ンター(協会）窓口で手続きができます。
案内資料、振込用紙をお送りしますの
で、お気軽にご連絡ください。

申
込
方
法

当協会の東日本大震災被災者
支援活動資金として10万円の
寄附を頂きました。
厚く御礼申し上げます。

社団法人 日本語教育学会 様

アンケート
（１）記事は分かりやすかったですか？
　① とても分かりやすい　
　② 分かりやすい　
　③ 分かりにくい　
  ④ とても分かりにくい
   ※③または④の方は、できれば
     　その理由も教えてください。
（２）今号のJien goで面白かったもの、
　　興味をもったものは何ですか？
（３）ご意見・ご要望をお寄せください。

賛助会員の皆様、平成 23 年度の新規ご入会・ご継続ありがとうございます

日本中国友好協会岩手県連合会、矢巾町国際交流協会、九戸村国際交流協会、
（財）盛岡国際交流協会、洋野町国際交流協会、日本ユーラシア協会岩手県
連合会、（株）平金商店、日本ボーイスカウト岩手連盟、大船渡市国際交流協会、
ブラジル岩手県人会、（特活）善隣館、（医）三船内科、岩手日独協会

紙面の都合上、ご紹介できませんが、ほか団体・個人会員の方も多数、
ご加入・ご継続いただいております。この場にて御礼申し上げます。

継続

当協会は、2011（平成 23）年 4 月 1 日から、法人格が財団法人から公益財団法
人に移行しました。今後とも皆様の変わらないご理解とご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。なお、当協会に対する寄附金と賛助会費については、
公益財団法人への寄附として、これまでと同様に税法上の優遇措置が受けら
れますので、引き続きよろしくお願いいたします。

寄附の御礼
(７月）

平成 23 年 8 月 15 日現在
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■編集・発行
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　8 月 2 日（火）、盛岡市内で行わ
れた「盛岡さんさ踊り」に在住外
国人の方々、震災で被災した方を
含む陸前高田、宮古から迎えた皆
さんとともに、総勢 100 名を超え
る「世界はともだち」チームとし
て参加しました。
　この日を迎えるために、数度の

練習を重ね、挑んださんさ踊り。
　浴衣や民族衣装を身にまとった
在住外国人のみなさんと共に笑顔
で踊っている姿は、みなさん素敵
でした。ご協力を頂いたみなさん、
参加したみなさん、お疲れ様でし
た。2011 年夏のよい思い出とな
りました。

陸前高田から参加したみなさん宮古から参加したみなさん

チーム「世界はともだち」チーム「世界はともだち」
盛岡さんさ踊りに参加しました盛岡さんさ踊りに参加しました
チーム「世界はともだち」
盛岡さんさ踊りに参加しました



協会からのお知らせ
問合先：公益財団法人岩手県国際交流協会
ホームページ　http://www.iwate-ia.or.jp/
TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

○助成額
　協会が認定した助成対象経費の2/3以内
　の額（千円未満切り捨て）で5万円を限
　度とします。 詳細は、お問合せください。
 ※各日本語教室で実施する研修会・勉強会への助成に
   ついては、国際交流・協力・多文化共生支援助成事業へ
   申請してください。

地域の外国人住民を対象とした日本語学
習支援を行う日本語教室を支援するため
経費に対して助成金を交付しています。

■日本語教室運営助成

○助成対象事業
 県内の民間団体が行う、県民が参加する国際  
 交流事業、国際協力事業、又は、多文化共生事業
　（詳しくは協会のホームページ、または、お問合せください）

○助成額
 協会が認定した助成対象経費の1/2以内の  
 額（千円未満切り捨て）で、1事業について
 10万円を限度とします。

■国際交流・協力・多文化共生活動支援助成 県内の民間団体が行う県民が
参加する国際交流・協力・多文化共生
活動に要する経費に対し助成金を

交付しています。
●募集期間
 第2回　8月1日（日）～9月30日（木）
 ※原則として平成23年10月から平成23年 
   3月までに開始する事業

●助成対象団体
 1.岩手県国際交流関係団体連絡会議に
　　加入している団体
 2.当協会が特に認める団体

●規程・提出書類・詳細について
　当協会ホームページをご覧になるか、
　担当までお問い合わせください。

担当 ・ 問合先

川村　hisanaga@iwate-ia.or.jp
ホームページ
http://www.iwate-ia.or.jp/

平成 23 年度　国際交流団体等への活動支援

外国人相談 「定期相談日」 ～秘密厳守 ・ 無料～

 公益財団法人岩手県国際交流協
会が行う在住外国人を中心とする
被災者支援事業へご支援をお願い
いたします。

■税法上の優遇措置について
公益財団法人岩手県国際交流協会へ支
援金を寄せられた方には、特定公益増
進法人への寄附として、所得税・法人
税の税法上の優遇措置があります。

名義 ： 公益財団法人岩手県国際交流協会
理事長　安藤 厚

銀行名 支店名 預金種 口座番号

岩手銀行 県庁支店 普通

東北銀行 本店 普通

北日本銀行 本店 普通

盛岡信用金庫 本店 普通

０１３９７１９

０５７５８４１

５３１１９７１

１７３１２２

■振込金融機関（協会口座）

※お振込の際は、 備考欄に 「支援金」 と明記をお願いいたします。

東日本大震災被災者支援事業 支援金の募集

日常の様々 な困りごとや悩み事、在留資格（ビ
ザ）などについて、在住外国人からの相談に応
じます。日本人のご家族や知り合いの方からの
相談もどうぞ。お気軽にお電話ください。
　日　時：毎月第3水曜日　15：00～18：00
　場　所：アイーナ5階　国際交流センター
　申込先：（公財）岩手県国際交流協会
　 　TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922
　　　　　ご予約ください。

イベント・講座 8 月 10 日現在の情報です。最新の情報は、当協会ホームページ「イベントのお知らせ」ページでご確認ください。

海外まで視野を少し広げて、 岩手の今を学えま
す。 当日の受付については、 問合せください。

岩手県立大学公開講座 滝沢キャンパス講座

いわての今を識る～世界の中のいわて～/9 3

日にち ９月３日 （土）

場所

内容

岩手県立大学滝沢キャンパス

入場料 無料

講座６ 10:00 ～ 12:00
世界に目を向ける自治体
　　　－国際交流の現状と展望－
佐藤智子　共通教育センター　教授

講座７ 13:15 ～ 15:15
中世仏教都市平泉の特色
　　－国際性との関連で－
誉田慶信　盛岡短期大学部　教授

主催・申込
問合先

岩手県立大学　地域連携室
　TEL 019-694-3330

小さなホールで最高の音楽を！
中国の弦楽器　二胡 （にこ） の世界的奏者
ジャー ・ パンファンさんが今年もやってきま
す。 東日本大震災の復興支援を目的にい
れチャリティコンサート。 チケット売上の全額
と協賛金の一部を被災者の支援に使わせて
頂きます。

第 16 回大地の詩(うた)コンサート
～東日本大震災チャリティコンサート～/10 10

日時 １０月１０日 （月） 17:00 開演
（16:30 開場 /19:00 終演予定）

会場 金ケ崎町中央生涯教育センター

チケット 一般 ： 前売券　2,500 円
　　　　 当日券　3,000 円
中学生以下 ： 　500 円（前売・当日）

定員 200 名

主催・申込
問合先

金ケ崎町国際交流協会
　TEL・FAX　0197-44-2099
　メール　kanegasaki.ifa@gmail.com
　担当者等　事務局　小野寺

金
ケ
崎

富士大学 学園祭　紫陵祭/10 22
23

日時 １０月２２日 （土） ・ ２３日 （日）
　10:00 ～ 16:00

会場 富士大学内

問合先 富士大学学生部　
　TEL　0198-23-7931
　FAX　0198-23-5818

コンテスト・ライブ・大会、留学生による模擬店
の出店など様々なイベントを開催します。

花
巻

グローバルな視点を持ち、様々な角度から岩
手の国際化や多文化共生の歴史や現状、課
題について理解を深めるとともに、「いわて」 に
おける今後の国際交流・国際協力・多文化共
生の展望について考えてみませんか。

時間 14:00 ～ 16:00

会場 アイーナ 5 階　501 会議室

定員 50 名　高校生以上

申込方法 所定の様式に記入し、お申込みください。

主催・申込
問合先

岩手県国際交流協会 （川村）
TEL　019-654-8900
FAX　019-654-8922
E メール　hisanaga@iwate-ia.or.jp

入場
無料

いわてグローカルカレッジ

/9 25 グローバリゼーションと東日本大震災
第 1 回

講師 ： 正村 俊之 氏
　　　　 東北大学大学院 文学研究科 教授 

/10 1 ユネスコ思想と平泉の世界遺産
第 2 回

講師 ： 大矢 邦宣 氏
　　　　 盛岡大学 文学部 教授 

9 月～ 12 月の間に全 8 回を予定しております。
全講義出席の方には、 修了証を発行します。

盛
岡

第 138 回外国人との交流会

海を渡った 「Japón」　南米の日系社会
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JICA 日系社会青年ボランティア OV の及川
さおりさん、 パラグアイ出身の馬渕由美枝さ
ん、 アルゼンチン出身の工藤順子さんに日
本から遠く離れた南米における日系社会や
南米に根付いている日本文化などについて
紹介していただきます。

日時 ９月２４日 （土） 14:00 ～ 16:00

場所 アイーナ 5 階 501 会議室

定員 40 名　要予約

申込方法 TEL、 FAX、 E メールで。
定員になり次第締切。

主催・申込
問合先

岩手県国際交流協会 （船越）
TEL 019-654-8900
FAX 019-654-8922
Eメール　chatland@iwate-ia.or.jp

参加費 一般 200 円、 賛助会員 100 円
中学生以下無料（茶菓代）

××

盛
岡

盛
岡

マニラの子ども達への支援を呼びかけるライ
ブも今回でラストを迎えます。
沢山のプロの出演もお楽しみに！

マニラの子どもに教育を

チャリティライブ　Vol.14/9 23

定員 160 名

日時 ９月２３日 （金） 15:00 ～ 18:00

場所 おでってホール

前売 2,000 円

主催・申込
問合先

盛岡 ・ マニラ育英会
チャリティライブ実行委員会　
　事務局 TEL・FAX　019-604-2570
　伊藤 090-3363-2627

チケットは、盛岡 ・ マニラ育英会事務所、

おでって、ポスター掲示店でお求めくださ

い。 または、電話もしくは FAX でのご予

約後、当日、 会場受付にてお渡しします。

盛
岡

盛
岡

第 21 回　外国人による
日本語スピーチコンテスト/10 25

申込
問合先

盛岡ゾンタクラブ国連国際委員
　國分　TEL・FAX　019-653-4052

日時 １０月２５日 （火） 18:00 ～

会場 プラザおでって３階おでってホール

主催　国際ゾンタ盛岡ゾンタクラブ

※スピーチコンテスト応募については
　　左下ページの 「募集」 をご覧ください。

学習者募集！

盛
岡

イタリア語会話を楽しく学んでいるサークルで
す。先生はローマ出身イタリア人で趣味はサッ
カーと車。 イタリア好きな方ならどなたでも参
加 OK。 まずは見学コース ( 無料 ) へどうぞ。
* 初級コース ： はじめてイタリア語を学ぶ方
* 中級コース ： イタリア語を勉強したことがある

Corso d’ ITALIANO
 イタリア語レッスン

開講日 毎月第２、 第４日曜日
・ 初級コース 13:00 ～ 14:30
・ 中級コース 15:00 ～ 16:30

会場 アイーナ 601 会議室

参加費 １レッスン 4,000 円
　＊テキスト代は実費
　＊初回は無料で見学できます

申込
問合先

斎藤　TEL 019-635-0083
ご興味のある方、 お気軽にお問合せを。

日常生活に役立つ初歩的な 「日本語教室」。 
参加対象者は一関周辺で暮らす在住外国人
の皆さん ( 地域に嫁ぎ生活している方々、 特
に来日して間もない方々 ) で日常会話や住所
の書き方などの練習をします。 地域の様々な
行事にも参加しましょう。

主催：川崎 21世紀国際交流クラブ 
日本語教室

開講日 8/20、 9/17、 10/1･15･29、
11/12･26、 12/10
各日 19:00 ～ 21:00

会場 一関市立川崎公民館
　　　　　　  　　TEL  0191-43-3112

参加費 2,000 円 （年間会費 : 初回は無料）

申込
問合先

川崎 21 世紀国際交流クラブ
「日本語教室」 （担当　佐藤）
　　TEL･FAX 0191-43－2253

一
関

JICA ボランティア　平成 23 年度秋募集

独立行政法人 国際協力機構 東北支部 
JICA 岩手デスク  工藤　TEL 019-654-8911　

問合せ

10月1日～11月7日（当日消印有効）募集期間

◆体験談＆説明会
　日時：10月23日 （日）
　　　・10:30 ～ 12:00 シニア海外ボランティア
　　　　　　　　　　 　日系社会シニアボランティア

　　　・14:00 ～ 16:00　青年海外協力隊
　　　　　　　　　　 　日系社会青年ボランティア
　場所：アイーナ5階　会議室501

募集

盛
岡

盛
岡

第 21 回

外国人による日本語スピーチコンテスト
主催　国際ゾンタ盛岡ゾンタクラブ

10月 25日（火）開催

応募方法 所定用紙に記入し、郵送、又はFAX
にて応募すること。
スピーチ発表の原稿を当日提出。

９月５日（金）※必着申込締切

15名（先着）1団体5名以内とします。出場人数

内容・構成・態度・全体の印象審査項目

コンテスト終了後、交流懇親会を行います。
出場者の方は、ご友人もお誘いください。

懇親会

一人　5分以内時間

参加資格 ・岩手県在住の外国人
（留学生、研修生その他）

・過去にスピーチコンテストに
入賞したことのない方

募集テーマ 日本に来て感じたこと
（女性の社会参画、環境問題、教育問題、
　その他・等から選び発表ください。）
※パソコンによるプレゼンテーションは受け付ません。

盛岡ゾンタクラブ国連国際委員
　國分　TEL・FAX　019-653-4052

申込
問合先

盛
岡

日本から約 20,000 キロ離れた南米
大陸に、岩手県人を含む多くの日本
人が移住しました。 異文化社会に
飛び込み、幾多の困難を乗り越え、
移住国の地域社会の発展に貢献し
た 「南米の新天地に生きた先人」
の歴史をたどりましょう。

南米の新天地に生きて

期間 （開催中） ～９月３０日 （金）

場所 アイーナ 5 階国際交流センター内

主催
問合先

岩手県国際交流協会 （船越）
TEL　019-654-8900
FAX　019-654-8922
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まで

入場
無料

開講日 毎週木曜日

会場 アイーナ 6 階団体活動室

参加費 各講座一ヶ月　1000 円

盛
岡

日本語教室 主催：いわて「和」

申込
問合先

TEL 090-8548-7044 （佐々木）
TEL 090-7566-8882 （高畑）　

講座 初心者～上級者
（日本語能力試験対応可）

　* 第一講座　10:30 ～ 12:00
　* 第二講座　13:00 ～ 14:30
　* 第三講座　15:00 ～ 16:30

託児あり　10:30-12:00　料金 250 円 /1 回　

幸福度世界一の国、脱原発でエネルギー自給
率 100％の環境先進国、食料自給率が 200％
を超える国、清潔な政治で民主主義の成熟度
の高い国、デンマークについて話します。

講演会　デンマークという国

参加費 無料

日時 １０月１日 （土） 13:30 ～

場所 盛岡市上田公民館ホール

問合先 岩城　TEL 019-661-7914

盛
岡

主催　岩手 ・ デンマーク友好協会
デンマークの福祉を学ぶ会

/10
1 講師 ： ケンジ　ステフアン　スズキさん

( 在デンマーク )

global+local=glocalglobal+local=glocalglobal+local=glocal

Think globally, act locallyThink globally, act locallyThink globally, act locally
「世界的視野と地域に根ざした視野をあわせ持つこと」「世界的視野と地域に根ざした視野をあわせ持つこと」

（現代用語の基礎知識カタカナ・外来語/略語辞典）（現代用語の基礎知識カタカナ・外来語/略語辞典）

地球規模で考え、自分の地域地球規模で考え、自分の地域からから活動しよう活動しよう地球規模で考え、自分の地域から活動しよう

「世界的視野と地域に根ざした視野をあわせ持つこと」
（現代用語の基礎知識カタカナ・外来語/略語辞典）

日時 ９月４日 （日） 12:00 ～

場所 盛岡　志家教会

主催・申込
問合先

岩手サークル ・ オブ ・ フレンズ
　TEL 019-613-5675 （工藤）

フィリピンの料理を楽しんでください。 収益金は、
震災で被害にあった方々やフィリピンの恵まれな
い子どもたちに寄附をします。

ピノイ　フード　フェア/9 4
盛
岡

ピノイとは
フィリピンの
という意味。

広報として、情報紙「Jiengo」に
国際交流・理解等のイベント、募集案内等を

掲載しませんか？
お気軽にお問い合わせください。
newsletter@iwate-ia.or.jp

国際交流センター案内

　「日本語を学習するため」の施設です。
　充実した日本語の教材と 4 つのテーブルがあるの
が「日本語教材室」。ホワイトボードを挟んで 3 つの
テーブルがあるのが「日本語学習コーナー」。
　一人で勉強するもよし、日本語サポーターと日本
語の学習するもよし、日本語サポーターが日本語を
教えるための勉強するもよし！
　ご利用の際は窓口にお申し出ください。

日本語教材室・日本語学習コーナー

日本語の教材の貸し出しもしています。

＠アイーナ５F

アルゼンチン岩手県人会創立 40 周年
パラグアイ ・ イグアス入植 50 周年記念展示

( 日 )

( 土 )

国際交流イベント
「ワン･ワールド・フェスタ」

12月4日開催予定

第１回全体ミーティング第１回全体ミーティング
９月４日（日）１４時~１６時９月４日（日）１４時~１６時：アイーナ 6階 団体活動室３アイーナ 6階 団体活動室３

年齢・経歴・語学⼒は⼀切関係なし年齢・経歴・語学⼒は⼀切関係なし
⼀緒に楽しいイベントをつくりましょう⼀緒に楽しいイベントをつくりましょう

詳しくはお問い合わせください詳しくはお問い合わせください
岩⼿県国際交流協会 TEL：019-654-8900岩⼿県国際交流協会 TEL：019-654-8900

oneworld@iwate-ia.or.jponeworld@iwate-ia.or.jp
第１回全体ミーティング
９月４日（日）１４時~１６時：アイーナ 6階 団体活動室３

年齢・経歴・語学⼒は⼀切関係なし
⼀緒に楽しいイベントをつくりましょう

詳しくはお問い合わせください
岩⼿県国際交流協会 TEL：019-654-8900

oneworld@iwate-ia.or.jp

お問い合わせの際は、イベント主催者または各問合せ先へ。

一般 ： 前売券　2,500 円
　　　 当日券　3,000 円

中学生以下 ： 　500 円（前売・当日））中 ）

一般：前売券　1,500円、当日券2,000円
中学生以下：500円（当日・前売）
※主催者の都合により急遽変更になりました。(8/30）
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