
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？
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① 協会情報紙「Jiengo」（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
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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
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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
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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 4-5 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。
■締切　5月 1日（当日消印有効）
■今回のプレゼント：ポーランド大使館よりグッズ
を頂きました。「ボールペン、カード、オーディオブッ
ク」をセットで 10 名様に。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。アンケートをお待ちしております。

アンケートのお願いアンケートのお願い アンケート
（１）記事は役に立ちましたか？
　① とても役に立った　
　② 役に立った
　③ 役に立たなかった
  ④ 全く役に立たなかった
   ※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　 新年度 ( 平成 24 年度）新規ご入会受付中 !

県民の方々が世界に目を広げ、国際社会で活躍できるよ
う、また、県内在住外国人の方々が生活しやすいよう、
さまざまな国際交流・国際協力の事業を行っております。
活動をより充実していくとともに、民間の立場から国際
交流・協力を通して地域の発展や活性化に寄与してまい
ります。協会の活動を長期的に継続的に、かつ積極的に
展開していくため、協会の財政基盤の充実にご支援くだ
さい。協会に寄附された方は、税法上の損金算入や寄附
金控除が認められます。詳細は、お問い合わせください。

寄附のお願い

賛助会員
新規入会
キャンペーン中！
2012年 6月 30 日 (土 )

まで

新規入会者全員に
素敵なプレゼントを
差し上げます！
詳細はお尋ね
ください！

県内で国際交流・国際理解などの活動・活躍する団体や個人の方や、
県外・海外で生活・活躍する県出身者や県に縁のある方を紹介します。ひと国際交流

前号に続き、当協会センター運営サポーターの中川友里さんの旅を紹介します。昨年の初夏から始まった
その旅は、歩くことが中心ですが、そこではいろいろな出会いや思いがあったそうです。そして、道がずっ
と続いてほしいとさえ思ったそうです。（写真は全て中川さんに提供いただきました。背景の写真は聖ヤコブの銅像。）

世界遺産を歩く　その２ 中川 友里さん
サンティアゴの道　El Camino de Santiago

作り方

【ゴウォンプキ】
・キャベツ　1コ
・豚ミンチ　250g
・米　　　　200g
・玉ねぎ　　50g
・ラード　　大さじ2

（サラダ油可）
・塩・こしょう　適宜
・小麦粉　　大さじ2

【トマトソース】
・トマトピューレ　大さじ5
・小麦粉　　　　大さじ2
・マーガリン　　20g
　　（バター可）
・プレーンヨーグルト120cc
・玉ねぎ　　　　30g
・ブイヨンスープ　250cc
・塩・砂糖　　　適宜

材料 ：約 6個

ゴウォンプキとは、
お米の入ったポーラ
ンド風ロールキャベ
ツ。ポーランド語で
「鳩」を意味する名前
は、料理の見た目が
丸々と太った鳩に似
ているところから付
けられたとか。

ポーランド料理

ゴウォンプキ
Gołąbki

レシピを紹介くださったのは、金ケ崎町在住のポー
ランド児童文学翻訳家・田村和子さん。「日本のキャ
ベツは柔らかくて煮崩れしやすいので、いつもタコ
糸でしばってから煮込んでますよ」とのこと。なべ
にきっちり敷き詰めるのもポイントのようです。

スペイン料理

卵黄　　　6個
砂糖　　　200g
牛乳　　　1000cc

コーンスターチ　50g
シナモンスティック1本程度
レモンの皮　1個分（お好みで）

材料： 4人分くらい

作り方

スペイン・カタルーニャ
地方では一年中よく食
べるデザート。作り方
がとても簡単で全ての
材料が日本のスーパー
にもあるので手軽に作
ることができます。

CREMA
CATALANA

クレマ・カタラナ

１.コーンスターチを少しの牛乳で溶かす。

２.スープ鍋などに牛乳、シナモンスティック、削い
　だレモンの皮と砂糖を入れて火にかけ、砂糖が焦
　げないようによく混ぜる。

３.別ボールに卵黄と１を入れてよく混ぜ合わせて
　おく。

４.牛乳が沸騰したら火を5分間止め、その後強火に
　し、３を入れ、よく混ぜます。木ベラなどでずっと
　かき混ぜる。

５.沸騰しクリーム状になったら、火からおろします。

６.深めの皿にクリームを分けて、荒熱を取った後、
　冷蔵庫で冷やして、出来上がりです。

１.キャベツの芯に切り込みを入れ、鍋に丸ごと入れ
　熱湯で1０分ほど茹でる。水切りし、よく冷ます。

２.米を約5分固めに茹でた後、米のネバネバを流水
　で水洗いし、水切りする。

３.フライパンにラード（またはサラダ油）を熱し、
　玉ねぎを入れてしんなりするまで炒める。豚ミン
　チを加えて炒め、２の米を加える。小麦粉を入れて
　炒めあわせ、塩・こしょうで味を調え冷ます。

４.キャベツの葉を一枚ずつはがし、作る数に分け、
　３の挽き肉と米も作る数を俵型に軽く握っておく。

５.キャベツの葉を芯の部分を手前にして広げ、手前
　に４を乗せ、きっちりと巻いていく。巻き終わりは、
　つまようじで止める。

６.鍋に５をきっちりと並べ、５の半分くらいの高さ
　まで湯を注ぎ、塩をふり、弱火で1時間以上煮込む。

７.トマトソースを作る。フライパンにマーガリン（ま
　たはバター）を熱し、玉ねぎをつやが出るまで炒め
　る。小麦粉をふり入れて弱火にかけながら炒め、だ
　まができないよう注意し、ブイヨンスープを何度か
　に分けて加え、混ぜ合わせる。トマトピューレ・ヨー
　グルトを加え、弱火で数分煮込む。砂糖と塩で味を
　調える。

８.ゴウォンプキのつまようじを抜いて器に盛り、
　ソースをかけて温かいうちに召し上がれ。

　ルド・ジョルディです。３年前、バルセロナか
ら盛岡に来まして、専門学校で２年間日本語を勉
強しました。今は、盛岡の会社で働いています。
岩手弁はまだまだわがらね～けどね。ボケるのが
好きで、「うるさい」とよく言われます（笑）。
　クレマ・カタラナを食べる直前に、表面に砂糖

をかけ、バーナーを当てて飴状に焦
がしてキャラメルにしてもよいです。
スペインのレストランでも頼む時に
「焼きますか？」と聞かれます。家で
作る時は、焼かないことが多いです。
みなさん、クレマ・カタラナを作っ
てみてください。

エスニックレストランマップ
提携店や県内在住外国人のご
協力をいただき、世界の料理
レシピをご紹介いたします。

今回は二つのレシピ。どちら
も日本で手に入れることがで
きる食材を使っており、また、
想像以上に簡単に作れますよ。

　「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」
は千年以上の歴史を持ち、年間十万人ほどの人々
が訪れる。サンティアゴまでの道を 100km 以上歩
くこと、動機が「宗教的なものか精神的なものを
求めて」という条件の上、最終地で「巡礼証明書」
を発行してもらう事ができる。

■持ち物
　フランス語で coquille Saint-Jacques（聖
ヤコブの貝）と呼ばれるホタテ貝は、巡礼の
シンボルであり、道行く標識にはホタテ貝が
記されている。日本から持ってきた物にホ
タテ貝がある。そのホタテ貝を鞄につけ歩
く。クレデンシャル（巡礼手帳）には、行く先々
（宿泊施設、教会等）で
スタンプが押され、増
えて行く。それが道を
歩いているという証。
もちろん、地図も欠か
せない。その時に本当
に必要なものだけを持
つことにした。

■果てしない道で
　ピレネー山脈を越え
ると、既にスペイン。
到着地のサンティアゴ・デ・コンポステーラ
まであと半分しかないと思えてきた。道が
比較的広く整備されている。標識の矢印が
白から黄色に変わり、巡礼者が増え、老若男
女であるのはもちろんのこと、夏休みの時期
ということもあり家族で歩いている姿も見
えた。西に向かっていることが分かる。午

前中、後ろから太陽が背中を
押す。毎日 30km 以上歩くこと
が日常。無理のないようにペー
ス配分を考えて歩く。葡萄畑
が見える景色を歩き進むと見
えてきたのは「ワインの泉」。
かつて、巡礼者にパンとワイ

ンを提供していた修道院に
隣接するワイン酒蔵が伝統
を守り巡礼者のためにワイ
ンを無料で提供している。
立ち寄る場所は、教会、カ
フェ、宿泊施設がほとんどだ
が、石畳の橋、田園風景、時
には、お祭りの風景に出合うことも。その土
地の歴史も感じながら一歩一歩を踏みしめ
て歩く。「¡Buen Camino!」 （良い道を！）と
挨拶を交わしながら道行く人々とすれ違う。

■コンポステーラ
～フィニステーラ

　最終地で巡礼証明書を
手にし、歩いたという達
成感と道が終わってし
まったという寂しさを感
じた。ここまでの道は終
わったが、その後、スペイ
ン最西端にあるフィニス
テーラに向かい、あとも
う少しだけ歩くことにし
た。再会することはない

だろうと思っていたグループとそこで再会
する。ここまでの道で、多くの人と出会った。
再会という奇跡、歩いた道や風景、出会っ
た人たちとの思い出、そして、自分がここに
いるということ、多くのことに感謝し、日本
から持ってきたホタテ貝に言葉を書き、フィ
ニステーラの岬から海へ貝を放った。そこ
で「道」を歩く旅は終わり、そ
れは新しい出発も意味している
と感じた。それは帰り道でもあ
り、まったく新しい道であるか
もしれない。人と出会うこと、
取り巻く環境が形を変え「道」
にあったと思う。「道」を歩く
ことは人生そのものと感じた。

 20年物歳月をかけて
完成したロマネスク
彫刻の傑作大聖堂。

パンプロ―ナ

牛追い祭の時

4 - 5月号
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　3 月 8 日、駐日ポーランド特命全権大使
のヤドヴィガ・マリア・ロドヴィッチ・チェ
ホフスカさんご夫妻を迎え、ちゃっとラン
ド特別版「もっと知ろう！ポーランド～大
使御夫妻を囲む感謝の夕べ～」を開催しま
した。当日は、240 人を超える多くの皆さ
んが参加され、和やかなひとときを過ごし
ました。

　この「感謝の夕べ」は、昨年 7 月、東日
本大震災の被災地の中高生（岩手県から
15 人）がポーランドに招待され、１カ月
ほどの間、ポーランドの人々と交流を深め
た「絆の架け橋プロジェクト」を提唱した
ロドヴィッチ大使に感謝の気持ちを表そう
と企画したものです。

　このプロジェクトができた背景には、
1920 年、ロシア革命の混乱のなか、親を

失ったシベリアのポーランド人孤児を日
本側がポーランドまで移送したことや、
第 2 次世界大戦中、リトアニアの日本領
事館の杉原千畝が多くのユダヤ系ポーラ
ンド人などに日本通過査証を発給し、ナ
チスの迫害から命を救ったことがあります。

　大使などの講演によ
り、日本とポーランド
の友好の歴史について
理解を深めました。ま
た、プロジェクトで手
厚いもてなしを受け、
忘れられない思い出が
できた高校生のスピー
チも行われ、会場から
大きな拍手が送られま
した。

ポーランド大使御夫妻を囲むポーランド大使御夫妻を囲む
感謝の夕べ感謝の夕べ

ポーランド大使御夫妻を囲む
感謝の夕べ

左）２週間のホームスティや
　　空手交流など報告する高校生

左）高校生が母手作りのクッションカバーを
　　ロドヴィッチ大使御夫妻に手渡す様子。
　　とても喜んでいらっしゃいました。

能の研究家でもある能の研究家でもある
ロドヴィッチ大使ロドヴィッチ大使

能の研究家でもある
ロドヴィッチ大使

会場内の様子会場内の様子会場内の様子

金ヶ崎町在住
田村和子さんの著書
「ワルシャワの日本人形」
岩波ジュニア新書

本の紹介



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

国際交流センター案内

県民交流ラウンジ・新聞コーナー

県民や外国の方々が気軽に出会う、交流
の場、ちょっとした打合せ、本の閲覧、
学習、お食事など、どなたでも申込なし・
無料で自由にご利用いただけます。

（一部学習不可テーブルあり。）

海外の新聞や国際交流関係団体の会報等
を設置しております。県民ラウンジでご
覧ください。

新聞
・USA  TODAY (Domestic Edition)

（アメリカ・英語・日刊）
・人民日報（中国・中国語・日刊）
・MANILA STANDARD（フィリピン・英語・日刊）
・The Japan Times（日本・英語・日刊）

平成 18 年度に発行したハンドブックの続編が
出ました。多文化共生を題材にした３つの教材
のほか、アイスブレーキングも充実しています。
これまでの実践報告も掲載してお
りますので、授業や研修会の参考
にしてください。このハンドブッ
クを活用した国際理解ワーク
ショップの開催をご希望の場合は、
岩手県国際交流協会までお問い合
わせください。

●いわて留学生友好交流奨学金
県内の大学等で学ぶ外国人留学生の留学成果の向上
や本県と外国との友好親善と国際交流を促進するた
め、留学生に奨学金を支給しており、その留学生「い
わて留学生大使」は国際交流活動や県内就職支援へ
積極的に取り組んでいます。いわて留学生大使の募
集は、各大学等を通じて行っています。

いわて留学生大使は 10 名。毎月、それぞれの活動
報告をしています。
2 月 25 日、当協会事務所内
にて、各自の活動状況・今
後のことなどについて報告、
意見交換を行いました。

●今年度の活動の中で印象的だったこと等
・初めてのさんさ踊りや国際交流イベントに
　参加し、多くの人と交流したこと
・自国と日本との就職活動の流れが違うこと
・活動報告をすることをすることで、自分の
　目的を確認したり、自分を振り返ることが
　できた
・震災後、大学と協力し留学生の安否確認をした
・国際交流活動を通し、学校では学べないことを
　学べた

いわて留学生大使としての活動が、今後進学や就
職するにあたり、良い経験となったという意見が
多かったです。みなさん、1年間お疲れ様でした。

いわて国際理解ハンドブック  「世界はともだち2」を活用した
国際理解ワークショップの開催について

いわて留学生大使　状況報告会を行いました

●内容●

・じゃじゃじゃじゃ
価値観や習慣のちがう人たちと出会うとき、あなた
はどうするか、どういう気持ちになるかを疑似体験。
うまく交流するには？

・ガイジンがやってきた
某市の集合アパートに外国人労働者が大勢転居して
きました。しばらくすると、自治会の班長さんに苦
情が届きました。それらは地元住民からのものか、
外国人からのものか…。よりよい関係を築くには？

・ディエゴの物語～海をこえてきた転校生
小学校に外国から転校生が来ました。そのとき起き
た出来事をマンガで紹介。どんなかかわり方が大切
なのか、ストーリーやセリフを作ってみよう。

/5 24
盛岡

作って食べて中国語
（毎月第四木曜日）

日時　  ： 　5 月 24 日 ( 木 )18:00 ～
会場　  ： 　NPO 善隣館
受講料 ： 　2,100 円
申込先 ： 　NPO 善隣館　TEL 019-654-1988
　　　　　　　盛岡市大沢川原 3-2-37
　　　　　　　E メール class@zenrinkan.com

発面餅と野菜炒を作ります。
講師：譚暁梅さん。

イベント・講座 3月 1日現在の情報です。最新の情報は各ホームページでご確認ください。

募集

問合せはイベント主催者または各問合せ先へ。

TOMODACHI サマー 2012
ソフトバンク ・リーダーシップ・プログラム
全額スカラシップ （参加費無料） 参加者募集！

実施団体：米国非営利教育法人アユサインターナショナル

（日米両国政府と米日カウンシル（米国非営利公益法人）
が主導するTOMODACHIの趣旨に賛同したソフトバンク
株式会社などが東日本大震災の被災地域の高校生を対

象に全面的に支援するプログラム。）
東日本大震災の被災地域（岩手、宮城、福島）
の高校生を対象としたプログラム。夏休みの3
週間を利用して、アメリカ、カリフォルニア州
のカリフォルニア大学バークレー校でリーダー
シップスキルと地域貢献について学びます。
期　間　：7月23日（月）～ 8月 12日（日）
プログラム：教室での講義、週末のホームステ
　　　イ、現地学生との交流、観光、ボランティ
　　　ア活動へ参加する機会もあります。
参加費　：無料（全額スカラシップ）
募集人数：最大300名まで
応募方法：ホームページからエッセイ入力の上
　　　　　応募。詳細は、ホームページから。
　http://usjapantomodachi.ayusajapan.org/ 

問合先：米国非営利教育法人
アユサインターナショナル日本事務局

TEL0120-955-320　(10:00-18:30 土日・祝日を除く）

第 146 回外国人との交流会

アイルランドを知ろう！/4 21
アイルランド出身のローリー ・ カラハンさん
による自国の紹介やクイズなど。

盛岡

日時 　 ： 　4 月 21 日 （土）　14:00 ～ 16:00
会場 　 ： 　アイーナ 6F　団体活動室 1
参加費 ： 　一般 200 円、 賛助会員 100 円
　（茶菓代）　　中学生以下無料
申込方法 ： 　TEL、 FAX、 E メールで。
　　　　　　　　定員になり次第締切。 （定員４０名）
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

盛岡

新しい在留管理制度を知ろう！

7 月 9 日から始まる新しい在留管理制度
について説明後、 質疑応答があります。
講師 ：仙台入国管理局盛岡出張所担当
　　　盛岡市役所市民登録課外国人担当
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日時 ： 　 4 月 28 日 （土）　13:30 ～ 15:00
会場 ： 　プラザおでって　3 階大会議室
参加費 ：無料
　　　　　　（当日会場に直接お越し下さい）
対象 ： 　市内在住外国人。

その関係者、 関係団体など。
問合先 ：財団法人盛岡国際交流協会

TEL 019-626-7524
E メール moriintl@nifty.com

http://www.e-morioka.com/~moriintl/top.html

大船渡

おかえりプロジェクト　大船渡展

日程　 ： 　4 月 5 日 （木） ～ 8 日 （日）
時間　 ：　10:00 ～ 17:00 （8 日：15:00 まで）
会場　 ： 　大船渡市民文化会館
　　　　　　　( 大船渡市盛町字下舘下 18-1）
問合先 ：  東京製本倶楽部

おかえりプロジェクト運営委員会
TEL　080-6505-5589

4/5
   ~8

主催 ：東京製本倶楽部　　　　　　　　　　
おかえりプロジェクト運営委員会

共催 ：大船渡市東日本大震災の被災地の
瓦礫の中から発見される写真を納めるアルバムを
創作して贈るプロジェクト展。

ジョン ・ 健 ・ ヌッツォ 魅惑のテノール
～東北へ愛を込めて～
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盛岡

第 20 回盛岡ゾンタクラブ
チャリティーコンサート

日時　 ： 　4 月 13 日 （金） 開場 18:00
開演 18:30 ※終演予定 20:30

会場　 ： 　岩手県民会館 中ホール　
チケット ： 　前売券 3,500 円　当日券 4,000 円
曲目　 ： 　さくら、星は光りぬ、忘れな草他

ピアノ伴奏　近藤亜紀
問合先 :　盛岡ゾンタクラブ

（企画委員長　柴田）
TEL/FAX　0195-62-2765

一回目は沢山の春野菜を使ってナムルを
作りましょう。 講師 ：鄭美成さん。

/4 20
盛岡

韓国語で楽しくお料理
（毎月第三金曜日）

日時　  ： 　4 月 20 日 ( 金 )12:30 ～ 14:00
会場　  ： 　NPO 善隣館
受講料 ： 　一回 2,100 円
申込先 ： 　NPO 善隣館 TEL 019-654-1988
　　　　　　　盛岡市大沢川原 3-2-37
　　　　　　　E メール class@zenrinkan.com

誰でも知っているお話をライヴ・ リーディング
で味わってみませんか。

・Goldilocks and the Three Bears　「三匹の熊」
・ The Very Hungry Caterpillar 「はらぺこあおむし」 他

盛岡

エミリーの
英語でストーリータイム/4 26

日時　  ： 　4 月 26 日 ( 木 )10:30 ～ 11:30
会場　  ： 　NPO 善隣館
参加費 ： 　1,050 円 ( お茶付 )
申込先 ： 　NPO 善隣館　TEL 019-654-1988
　　　　　　　盛岡市大沢川原 3-2-37
　　　　　　　E メール class@zenrinkan.com

世界フェアトレード ・ デー 2012/5 12
「世界フェアトレード・デー」 は、 WFTO （世界フェ
アトレード機関：World Fair Trade Organization ） に
加盟する世界70ヶ国・約 350団体のフェアトレード
組織と生産者組織が、一斉にフェアトレードをアピー
ルする日です。 毎年 5 月の第 2 土曜日に、 各国
でイベントやキャンペーンが同時開催されます。

http://www.wfto.com/

NPO音楽企画 IMC

スタッフ及び演奏者募集

音楽企画・イベント企画に興味がある方を随時
募集（登録制）しています。IMC事務局へ連絡
ください。募集要項・登録用紙をお送りします。

スタッフ募集
　音楽やイベントが大好きな人。企画してみた
い人。接客が好きな人、音響の仕込みやバラシ
をしてみたい人。司会をしたい人。年齢・性別
不問。土、日、祝日活動できる方。（基本的に
ボランティアですが、交通費・弁当が支給され
るときあり。）

音楽家募集
　福祉施設、高齢者施設、病院、ホスピス、被
災地、地域のイベントなどで、演奏、ダンス、
パフォーマンス等が可能な方。年齢不問。ジャ
ンルは問いませんが、アコースティックが中心
です。（基本的にボランティアですが、謝礼が
出るイベントもあり。）

申込・問合先
いーはとーぶ・ミュージック

・コミュニケーションズ
(IMC) 事務局：代表・田村

090-2367-3463(平日19時以降・日祝は随時）
メールimc@hb.tp1.jp　ＦＡＸ:

019-681-6311
ブログ　http://imc.blog12.fc2.com/

（IMCのイベントについては、ブログをご参照ください）

ユニセフ　モンゴルスタディツアー 2012

「モンゴル-移動生活の子どもたちを守ろう」

日程予定：7月22 日（日）～7月29 日（日）
対象者　：ユニセフを支援している学校の教職
　　　　員、または、ユニセフに関心を持つ教
　　　　職員。ツアー後、積極的にユニセフ学
　　　　習・支援活動を行っていただける方。
募集人数：10名程度
費　用：費用の一部を日本ユニセフ協会が補
　　　　助。参加者負担は20万円程度の予定。
申　込：申込書に記入の上、5月7日（月）必
　　　　着で日本ユニセフ協会へ郵便、FAX、
　　　　またはメールにて申込。5月中旬に参
　　　　加者を決定し、申込者へ連絡。
※詳細は、日本ユニセフ協会モンゴルスタディ・
ツアー2012 募集要項 をご覧ください。

http://www.unicef.or.jp/kodomo/osirase/2012/01_01.htm
事前研修会：7月7日（土）にユニセフ協会に
　　　　て事前研修会（全員参加）を行います。
申込・問合先：
　　　（公財）日本ユニセフ協会学校事業部

〒108-8607 東京都港区高輪 4-6-12 
TEL03-5789-2014　FAX03-5789-2034

Email　se-jcu＠unicef.or.jp

JICAボランティア
平成24年度春 「体験談＆説明会」/4 14

シニア海外ボランティアではパラオに、 青年
海外協力隊ではネパールに派遣されていた
隊員の体験報告を予定してます。

ＪＩＣＡ岩手デスクより
ＪＩＣＡ岩手デスク　工藤
　　TEL　019-654-8911
Eメール jicadpd-desk-iwateken@jica.go.jp
HP　http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html

日時 ： 4 月 14 日 （土）
         10:30-12:30 シニア海外ボランティア
         14:00-16:00 青年海外協力隊
会場    ： アイーナ 5階　501 会議室
参加費 ：無料　　　申込み ：不要
参照 HP ： 
http://www.jica.go.jp/tohoku/enterprise

/volunteer/setsumei.html
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盛岡

作って食べて中国語
（毎月第四木曜日）

日時　  ： 　4 月 26 日 ( 木 )18:00 ～
会場　  ： 　NPO 善隣館
受講料 ： 　2,100 円
申込先 ： 　NPO 善隣館 TEL 019-654-1988
　　　　　　　盛岡市大沢川原 3-2-37
　　　　　　　E メール class@zenrinkan.com

大根の肉まんを作ります。
講師 ：譚暁梅さん。

盛岡
ソフィーさんとジョイさんをゲストに
フランス語でいろいろお話しませんか

/4 7

日時　  ： 　4 月 7 日 ( 土 )15:30 ～ 16:30
会場　  ： 　NPO 善隣館
受講料 ： 　1,050 円
申込先 ： 　NPO 善隣館 TEL 019-654-1988
　　　　　　　盛岡市大沢川原 3-2-37
　　　　　　　E メール class@zenrinkan.com

フランス語 de 話そう

講演 「福沢諭吉とアジア」/5 12

日時　 ： 　5 月 12 日 （土） 10:00 ～ 12:00
会場　 ： 　アイーナ 6階 団体活動室 3
入場　 ： 　無料 （申込なしで当日会場に

   おいでいただいてもかまいません）
問合先 ： 21 世紀日中東北の会
　　　　　　 岡崎 TEL 019-621-6734

講師：岡崎正道氏
　　　　　（岩手大学国際交流センター教授）

試験（テスト）

日本語能力試験　JLPT

試験実施日 ： 7 月 1 日 （日）
申込期間 ： 4月2日 （月） ～5月2日 (水）
申込方法
●インターネットによる申込　http://www.jlpt.jp/
　　 ・ 2012 年第 1回試験より申込を受付。
　　 ・ 3 月 1 日 （木） から MyJLPT への
　　　登録受付を開始。
●郵送による申込み　
「2012 年日本語能力試験受験案内 （願書付き）」
を書店で購入し、 願書等を特定記録郵便で受付セ
ンターに送付してください。 受験案内は 3月中旬
から全国主要書店で販売します。 受験案内取扱書
店は、 （株） 凡人社　http://www.bonjinsha.com/　
にてご確認いただくか、 電話 03-3263-3959　にお
問合せください。

●申込・問合先：日本語能力試験受付センター
　　TEL　03-6686-2974

（10:00 ～ 17:00　土日祝日を除く）

日本に在留する外国人の皆さんへ
2012 年 7 月 9 日 （月） から
新しい在留管理制度がスタート！

新しい在留管理制度の対象となるのは、入国管
理法上の在留資格をもって日本に中長期間在
留する外国人 （以下 「中長期在留者」 といい
ます。） で、 具体的には次の①～⑥のいずれ
にもあてはまらない人です。

　① 「３月」 以下の在留期間が決定された人
　② 「短期滞在」 の在留資格が決定された人
　③ 「外交」 又は 「公用」 の在留資格が

決定された人
　④ ①から③の外国人に準じるものとして

法務省令で定める人 
　⑤ 特別永住者
　⑥ 在留資格を有しない人

この制度の対象となる中長期在留者は， 例え
ば、日本人と結婚している方や日系人の方 （在
留資格が 「日本人の配偶者等」や 「定住者」）、
企業等にお勤めの方 （在留資格が 「技術」
や 「人文知識・国際業務」 など）、技能実習生、
留学生や永住者の方であり、観光目的で日本
に短期間滞在する方は対象となりません。

●ポイント 1　 「在留カード」 が交付されます
・中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の
 変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係
 る許可に伴って交付されるものです

●ポイント 2 　在留期間が最長5 年になります
・在留期間の上限が最長「５年」となったこと
 により、各在留資格に伴う在留期間が追加され
 ます

●ポイント 3　再入国許可の制度が変わります
・「みなし再入国許可」の制度が導入されます
・再入国許可の有効期間の上限が「５年」と
 なります

●ポイント 4 　外国人登録制度が廃止されます
・中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」
 は、一定の期間「在留カード」とみなされます

詳細については、以下へお問合せ頂くか、
ホームページをご覧ください。

■問合先
　外国人在留総合インフォメーションセンター 

TEL 0570-013904 （平日 8:30 ～ 17:15）
　IP 電話・ PHS ・海外からは03-5796-7112
○住民基本台帳法における転入届・転居届については、

最寄りの市区町村までお問合せください。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
●法務省入国管理局ホームページ
　　http://www.immi-moj.go.jp/index2.html

多言語（英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、
ポルトガル語、スペイン語）によるサイトもあります。
●仙台入国管理局 盛岡出張所
　盛岡市盛岡駅西通 1-9-15 盛岡第 2合同庁舎 6階
　TEL019-621-1206 FAX019-621-1207
（受付時間）9:00-12:00、13:00-16:00(土･日曜日 ,休日除く )

法務局入国管理局発行パンフレットより
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プログラム説明会開催
会場 ：釜石市民交流センター　集合室
時間 ：第 1回 9:30-10:30
　　　　 第 2 回 11:00-12:00

参加費無料
予約不要
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