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より良い紙面作りのためにアンケートにご協力ください。ご回答くださった方の中から抽選で

３名様に「ジャパニーズ・タオル」をプレゼント。住所、氏名、電話番号、アンケートの回答

を記載の上、「日本語版 jiengo6-7 月号アンケート」係までおよせください。（ハガキ、FAX、メー

ルのいづれでも可）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。

　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、団体の「賛助会員」を募集しています。

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

平成 24 年度新規ご入会ありがとうございました

平成 24 年 4 月 30 日現在

【個人】 及川亮 様、鎌田多喜子 様、澤藤信子 様、

清水実 様、白川英里子 様、杉村寛子 様、

Sekigami Andrew 様、髙橋正子 様、

 藤沢正男 様、堀合範子 様、山崎清基 様、

葭原香織 様

【学生】 津志田拓人 様、高橋菜津美 様

【団体】 小岩井農牧株式会社小岩井農場まきば園 様

〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通 1-7-1

アイーナ 5F　国際交流センター

TEL　019-654-8900

FAX　019-654-8900

ホームページ　http://www.iwate-ia.or.jp/

E-mail　 newsletter@iwate-ia.or.jp

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

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！

編集・発行　公益財団法人　岩手県国際交流協会

編集・発行
公益財団法人岩手県国際交流協会

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1-7-1
アイーナ 5 階　国際交流センター

TEL 019-654-8900  
FAX 019-654-8922

E-mail newsletter@iwate-ia.or.jp

http://www.iwate-ia.or.jp/

最新情報は携帯電話サイトから！

アンケートのお願い

■ 締切　7 月 2 日（月）（当日消印有効）

(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、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。

賛助会員募集！

アンケート

寄附のお願い

　賛助会員には、税法上の優遇措置が受けられ

る他、協会主催のイベントやセミナー参加費の

割引など、様々な特典があります。

　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？

平成 24 年 4 月 30 日現在

大畑佳代子 様（滝沢村）、伊藤友子 様（盛岡市）、

佐々木裕子 様（盛岡市）

寄附の御礼　市民レベルの草の根の国際交流・協力・多文

化共生への取組みを通して地域の発展や活性化

に寄与するため、皆様のご支援をお願いいたし

ます。

たくさんの人と交

流できればいいな

と思っています。

私自身も外国人なので、外国人と

日本人の間の交流だけではなく、外国

人同士の交流も活発に行えるように努

力したいと思っています。

自分のバイリンガル能力を発揮

して、中日友好の架け橋になりたいで

す。大好きな言葉は一期一会です。岩

手での出会いや成長はきっといい思い

出になると思います。

　4月17日、ニューヨーク県人会の幹事　藤島誠さん、Sayuri 

Womackさんご夫妻が一時帰国の際、当協会に立ち寄ってくだ

さいました。ニューヨークでは、今年3月11日に北海道と東北

の県人会メンバー80名が集まり、同市ジャネットホール（

JaNet Hall）で東日本大震災の追悼式やコンサートを開催した

とのこと。この行事は今後毎年行う予定だそうです。ここにもま

た「温かい絆」がありました。

　ニューヨーク県人会については、当協会ホームページでもご紹介しています。

http://iwate-ia.or.jp/?l=jp&p=999-6-message-NY（当協会のHP）

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=13709（岩手県のHP）

たけだ　 なおこ

武田　尚子
岩手県国際交流協会 スタッフ

[ 特技 ] テレビ鑑賞　

[ 趣味 ] 掃除、洗濯

[ 担当業務 ] 人材活用ネットワーク、

 　　外国文化講師派遣事業、企画展示　

世界21か国を放浪してきました。

文化、言葉、国籍、肌の色、全部違っ

ても、いい人は、いい人でした！私も

「いい人」になれるよう、頑張ります。

アリスン　サザランド
岩手県国際交流協会 国際交流補助員

アメリカ合衆国テキサス州出身

[ 趣味 ] 素描、裁縫、宇宙ドキュメンタリー

[ 担当業務 ] 国際交流事業補助、通訳、翻訳、窓口業務補助

さいとう　ゆうたろう

斉藤　佑太朗
岩手県国際交流協会 スタッフ

[ 趣味 ] 中国武術（長拳）

[ 担当業務 ] 日本語サポーター、日本語教室開設研修、

国際理解教育

せき　 み　り

関　美梨
岩手県国際交流協会 スタッフ

[ 趣味 ] 旅行

[ 担当業務 ] ホームステイ、

フェアトレード、図書、情報関係

よしだ　 あ　み

吉田　亜未
（本名　周　海梅） 

岩手県国際交流協会 スタッフ

中国吉林省出身

[ 趣味 ] 読書、音楽、旅行

[ 担当業務 ] 私費留学生奨学金事業、外国人との交流会

「ちゃっとランド」

中学時代にカンフーに出会い
今でも練習しています。それを
きっかけに中国語も大好きに。デ
ザインも好きで担当事業のポス
ター作りには思わず力が入りま
す。岩手の国際交流、日本語支援

の力になれるよう頑張ります。

　今年4月より、岩手県国際交流協会と岩手県政策地域部NPO・文化国際課に新しい仲間が増え

ました。皆さんよろしくお願いします。

New Faces

ニューヨーク岩手県人会

言語、特にアルタイ系の言語

を好み、日本の方言にも関心があ

ります。YAPOOS や平沢進師匠

も大好きですね。

甘酸っぱい肉団子甘酸っぱい肉団子
今回は、当協会のスタッフ吉田

亜未さん（中国出身）が、家庭

でできる簡単でおいしいレシピ

2 品をご紹介します。

お試しあれ！

中国では、トマトは家庭菜園でよく栽培される

野菜なので、トマトを使った料理も食卓の常連

となっています。

|| 材料　（４人分）

　肉（牛肉または豚肉）…５００ｇ（ブロック）

　トマト……………………………………２個

　白髪ねぎ…………………………………少々

　生姜………………………………………少々

　にんにく…………………………………１片

　醤油…………………………………大さじ４

　塩コショウ………………………………少々

　味の素……………………………………少々

|| 作り方

❶肉を一口サイズに切り、圧力鍋で加熱。最初

は強火、沸騰したら弱火で１５分加熱。その

後、肉を取り出し、お椀一杯くらいのゆで汁

を取っておく。トマトも一口サイズに切って

用意。

❷肉を加熱している間に、にんにくをスライス

し、白髪ねぎを用意。

❸フライパンにサラダ油を少々入れ、にんにく

と生姜を加え、強火で香ばしく炒める。①の肉

とトマトを入れて、トマトが柔らかくなるま

で炒める。次に、①で用意したゆで汁を入れ、

醤油、塩コショウを加え、少々煮込む ( 味を

染み込ませるため約３～４分 )。味の濃さはお

好みで塩コショウで調節。味の素を入れる。

❹器に盛り付け、白髪ねぎをトッピング。

肉とトマトの煮込み肉とトマトの煮込み

甘酸っぱい肉団子は、柔らかくて、子供から

お年寄まで人気の一品です。

|| 材料　（４～６人分）

豚ミンチ………………………………３００ｇ

豆腐………………………………………1/2 個

白髪ねぎ……………………………………少々

生姜…………………………………………少々

にんにく……………………………………４片

醤油……………………………………大さじ４

塩コショウ…………………………………少々

片栗粉…………………………………大さじ６

酢………………………………………大さじ５

砂糖……………………………………大さじ３

|| 作り方

❶にんにくと生姜をすりおろしておく。

❷砂糖、酢、塩コショウ、醤油をお椀に入れ、

混ぜておく。

❸豚ミンチ、豆腐、①で用意したにんにくと

生姜のすりおろしたもの半分と片栗粉をボ

ウルに入れ、よく混ぜる。団子の形に握っ

ておく。

❹フライパンにサラダ油を少々、①で用意し

たにんにくと生姜のすりおろしたものの残

り半分をいれ、香ばしく炒め、その中に、③

で用意した団子を丁寧に並べ入れる（形を

崩さないように注意）。少し加熱してから、

少し水を加え、完全に火が通るまで煮込む。

❺完全に火が通ったら、②の調味料を加え、

汁が少なくなるまで加熱。

❻皿に盛り付け、白髪ねぎをトッピング。

きゅう　せい

宮　静
 国際交流員（CIR）/ 中国遼寧省出身

北京第二外国語学院大学大学院生（今年６月卒業予定）

[ 趣味／特技 ] 読書、音楽、将棋、中国の詩と詞、歴史、

料理（上手とは言えませんが簡単な中華料理は作れます）

[ 担当業務 ] 県の国際交流事務の補助（翻訳・通訳等）/

県民の外国語文化理解の講師等

　日本語教室を新たに開設するための研修会を、陸前高

田市で開催します。日本語教室の立ち上げ、運営方法な

どについて研修します。また、実際に外国人に日本語を

教えながらの実践的な研修も行います。日本語サポー

ターとして地域での国際交流活動に関心あり、研修終了

後に日本語教室の運営に参加できる方が対象です。

　興味のある方は、当協会ホームページまたは電話でお

問い合わせください。

期間 / 平成 24 年 6 月 16 日（土）～ 8 月 26 日（日）

場所 / 陸前高田市役所仮庁舎会議室（予定）

研修内容 / １．日本語ボランティア概論研修（全４回）

 ２．日本語教室実地研修（全８回）

定員 / 20 名程度

　陸前高田市国際交流協会は、「2011 年度国際交

流基金地球市民賞　理事長特別賞」を受賞しました。

　理事長特別賞は、昨年度被災 3 県（岩手、宮城、

福島）に本拠地があり、復興支援に貢献した団体に

贈呈されたものです。同協会は、日本語教室の開設

などの国際交流活動を継続的に行ってきている他、

震災時の外国人支援活動の功績が認められました。

日本語教室開設研修会 開催

陸前高田市国際交流協会

国際交流基金地球市民賞 理事長特別賞を受賞

岩手県国際交流協会サポーター募集
　当協会では、次のようなサポーターを、随時、募集しています。国籍は問いません。

国際交流に興味のある方は、当協会までお問い合わせください。

多言語サポーター
県内在住外国人の方が安心し

て生活できるよう、様々な場

で通訳・翻訳を支援します

運営サポーター

国際交流センターの利用やサー

ビスを支援します

日本語サポーター

県内在住外国人の方の

日本語学習を支援します



イベント・講座

募集
みちのく応援奨学金奨学生募集

東日本大震災で被害を受けた地域の復興を「地域の

未来を担う人材を育成する」ことで支援するため、

地域限定の奨学生を募集。

１．みちのく応援奨学金

 （世界約40カ国に留学希望の高校生3名）

２．ジャパン・ソサエティーみちのく応援奨学金

 （米国に留学希望の高校生10名）

３．JFAMみちのく応援奨学金

 （世界約40カ国に留学希望の高校生1名）

◆留学期間

　2013年の約10ヶ月間のホームステイと高校通学

◆支給額 計150万円

◆対象者 東日本大震災時、被災地に居住、または

  在学していた中学3年生から高校2年生

※奨学金申し込みには「AFS年間派遣第60期選考

　A・B日程への応募・受験が必要。詳細は下記にお

　問合せください。

＜AFS 年間派遣第 60 期選考＞

◆A日程 応募締切 6月5日(火)（試験日 6月17日）

◆B日程 応募締切 7月10日(火)（試験日 7月22日）

◇選考会場 盛岡駅西口アイーナ（予定）

◇試験内容 英語筆記試験、一般教養、日本語面接

◇手数料 18,000円（岩手県など被災地は手数料免除）

●問合先 （公財）AFS日本協会

　  資料請求　0120-51-0173

　  岩手支部　TEL/FAX019-673-6607

　  URL　http://www.afs.or.jp/

IELTS奨学金2012奨学生募集

「IELTS北米奨学金」と「IELTS Study UK奨学

金」の2つの異なる奨学金の奨学生を募集。詳細は

ホームページで。

http://www.britishcouncil.org/jp/japan-exams

-ielts-test-results-ielts-scholarship.htm

◆応募締切 7月2日（月）

●問合先 ブリティッシュ・カウンシル

  IELTS奨学金事務局

　Eメール  scholarshipielts@britishcouncil.or.jp

アジアのこどもの暮らし“情報BOX”

キッズ記者☆募集中

北東アジア6カ国（ロシア・モンゴル・中国・北朝

鮮・韓国・日本）の子どもたちがお互いの国を紹介

しあうコーナーで、日本を紹介・レポートしてくれ

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

ソニ韓国語・韓国文化教室

女性のための、韓国文化に触れられる空間。韓国語

の学習もできます。まずはお電話を！

◆開講日 水曜日と金曜日　10:00～16:00

◆場　所 江刺イオン・ジャスコの裏側

●問合先 ソニ / TEL 080-5579-8359

イタリア語レッスン

ローマ出身のRaffaele先生と一緒に楽しくイタリア

語を学びませんか？

◆開講日 毎月第2、第4日曜日

◆時　間 初級13:00～14:30/ 中級15:00～16:30

◆場　所 アイーナ601会議室

◆参加費 1レッスン 4,000円（テキスト代実費）

 ※初回は無料で見学できます。

●問合先 斎藤計一 /  TEL　019-635-0083

  携帯　090-7333-0639

ドイツ語入門コース

気軽にドイツ語を勉強してみませんか？

◆開講日 6月7日（木）～8月30日（木）

◆時　間 毎週木曜　10:00～11:30

◆場　所 盛岡市上田公民館

◆内　容 「聞く、話す」ことに重点をおいた練習、

 最小限の文法、ドイツ・オーストリア・

 スイスの地誌、ドイツ民謡など。

◆受講料 12,000円（教材費含/割引あり）

◆申込み 6月2日（土）～6月6日（水）までに電

 話かFAXでお申し込みください。

 （途中からでも参加できます）

●問合先 大沢久人 / TEL/FAX 019-662-4163

日本語遠隔学習課程
2012年度　学習者募集

日本各地に定着している中国・ロシア帰国者のため

の「遠隔学習」（通信教育）。帰国の経緯や滞日年

数などによる制限はありません。

◆対象者 中国・ロシア帰国者とその家族（自費帰

 国も含む）

さんさ踊り 参加者大募集

岩手県国際交流協会は、今年も盛岡さんさ踊りに参

加します。一緒に参加しませんか？

太鼓、踊り、笛、いずれでもOKです。年齢や国籍は

問いません。初めての方も大歓迎です。

詳細は、下記担当まで。

●問合先 公益財団法人岩手県国際交流協会

 TEL　019-654-8900

 担当　関（seki-m@iwate-ia.or.jp）

語学・試験

外国人患者との
コミュニケーション支援ブック

山口県国際交流協会がガイドブックを作成。同協会

のホームページからダウンロード可能。

◆外国人患者とのコミュニケーション支援ブック

　～外国人の患者さんが来られたら～

http://www.yiea.or.jp/other/supportbook.html

ガイドブック

中国パスポートの更新

6月3日（日）
中国駐札幌総領事館が下記のとおり盛岡で「一日領

事館」業務を行います。中国籍・華僑の方、この機

会に必要な手続き等を行ってください。

◆時　間 13:00～15:00

◆場　所 アイーナ6階団体活動室4

●問合先 岩手県中国人会　　呉香花

 TEL　080-3196-6116

 Eメール　chinaiwate@gmail.com

善隣館オープンクラス

6月4日（月）～9日（土）　
善隣館の語学教室のクラスやイベントに何回でも参加

できる、ゼンリンカンをまるごと楽しむ一週間！

◆クラス体験：善隣館の語学教室を体験

◆特別クラス開催：今回だけの特別クラス

◆イベント：楽しいイベントも（詳細は下記まで）

◆費　用 2,100円

●問合先 善隣館（盛岡大沢川原3-2-37）

 TEL　019-654-1988

 Eメール　class@zenrinkan.com

海外留学セミナー

6月9日（土）
留学、ワーキングホリデー、海外就職、海外移住な

どについての基礎知識を分かりやすく説明。セミナ

ー終了後に個別相談も。

◆時　間 13:00～14:00（要予約）

◆場　所 クリーズ外国語教室（本宮校）

●問合先 クリーズ外国語教室（盛岡市本宮）

 TEL　019-692-0620（雫石校）

 TEL　080-1663-5532（直通）

 Eメール　criz.fls@gmail.com

　　第148回外国人との交流会

     アジアの楽園～フィリピン！

6月16日（土）
フィリピン出身の西村セシリアさんと高橋オフェリ

アさんによる自国の紹介やクイズなど。

◆時　間 14:00～16:00（要予約）

◆場　所 アイーナ6F　団体活動室１

◆費　用 一般200円、賛助会員100円

   中学生以下無料

●問合先 岩手県国際交流協会 TEL 019-654-8900

　担当：吉田（Eメール chatland@iwate-ia.or.jp）

盛
岡

南米料理教室

6月11日（月）＆7月19日（木）

◆時　間 6月11日（月）10:00～13:00

 7月19日（木）18:30～21:00

◆場　所 プラザおでって5F女性センター

◆費　用 1,000円

●問合先 在原エリザベス

 TEL　090-4632-4796

留学生と市民のガーデンパーティ

6月16日（土）
◆時　間 12:00～16:00

◆場　所 岩手大学国際交流会館

※中国・ウイグル・モンゴル・韓国・ベトナム・マ

　レーシア・インドネシア・バングラデシュ・ロシ

　ア・フランス・アメリカなどの料理屋台出店予定

　（1品100～300円程度）

●問合先 岩手大学留学生会・サークルU

 TEL　019-621-6734

日本語指導者のための研修会

６月２４日（日）
日本語指導用教材の出版社スリーエーネットワーク

紹介の講師・澤田幸子先生を迎え、研修会を開催。

◆時　間 10：00～12：00（研修会）

 12：00～13：00（懇親会）

◆場　所 北上市生涯学習センター会議室

◆費　用 500円（研修会のみ）

 1,200円（研修会と懇親会）

※申込みは、6月21日（木）までに。

●問合先 北上市国際交流ルーム

 TEL/FAX　0197-63-4497

 URL　http://k-iah.com/

　フェアトレード・サマーコレクション

6月25日（月）～7月1日（日）
ピープルツリーやネパリバザーロなどのかわいい洋

服・新作雑貨・安心でおいしい食品を展示・即売。

◆場　所 アネックス・カワトク１階（駐車場側入口）

●問合先 クラフトショップ彩

 TEL/FAX　019-661-8996 

English Day & Night

7月3日（火）
英語で過ごすプログラム。クラスも食事も買い物も

全部英語でトライ！外国へ行った気分ですヨ。

◆時　間　昼の部10:00～13:00

◆受講料 無料

◆応募締切　各月24日（翌月受講開始）

●問合先 中国帰国者定着促進センター

　遠隔募集係（埼玉県所沢市並木6-4-2）

　TEL04-2993-1662/FAX04-2991-1689

　Eメール 　kyohmu-2@kikokusha-center.or.jp

　URL　http://www.kikokusya-center.or.jp/

中国語検定「C.TEST会話試験」

インターネットを用いた対面式試験。

◆申込期限 6月20日（水）

◆試験日  6月30日（土）

◆試験会場 東京

◆受験料  3500円

●問合先 C.TEST/HSK入門級日本事務所

 TEL　03-3633-2212

 Eメール　info@c-test.jp

 URL　http://c-test.jp/xp/

日本語教育能力検定試験

◆申込期限 6月25日（月）～8月13日（月）

◆試験日  10月28日（日）

◆試験会場 仙台、東京など

◆願書取扱 ジュンク堂書店盛岡店

●問合先 日本国際教育支援協会

 TEL　03-5454-5215

 URL　http://www.jees.or.jp/

第173回TOEIC試験

◆申込期限 7月1日（日）～8月13日（月）

◆試験日  9月23日（日）

◆試験会場 盛岡

●問合先 国際ビジネスコミュニケーション協会

IIBC試験運営センター

　 TEL　03-5521-6033

　 URL　http://www.toeic.or.jp/

J.TEST実用日本語検定

第103回（AD、EF、ビジネスレベル）

◆申込期限 6月13日（試験日　7月8日）

第104回（ADレベルのみ）

◆申込期限 8月15日（試験日　9月9日）

◆受験料  AD、EFレベル--3,600円

  ビジネス--4,500円

◆試験会場 仙台など

●問合先 日本語検定協会/J.TEST事務局

 TEL　03-3633-2212

 URL　http://j-test.jp/

る“キッズ記者”を大募集！個人、グループ、家

族、団体、学校など、どんな形態でもOK。「自分の

国のことを知って欲しい！」という思いが、日本

語・中国語・英語などに翻訳されて世界中に発信さ

れます。詳細はホームページで。

◆アジアのこどもの暮らし“情報BOX”ホームページ

　  http://www.kids-au.net/i-box/ja/

●問合先 NPO法人こどもたちのアジア連合

  TEL/FAX　052-717-5253

  URL　http://www.kids-au.net/

青少年育成グルーバルプログラム
「DENSO YOUTH for EARTH Action」

参加者募集

日本とASEAN6カ国で環境活動に取り組む若者を応

援する「環境人材育成国際プログラム」。

◆使用言語 英語（日本開催プログラムは日本語）

◆費用  無料

◆応募締切 6月30日（土）書類必着

◆応募資格 ①日本、ASEAN6カ国に在住の大学

　生、大学院生、社会人　②以下の全日程に参加で

　きる人

　ローカルプログラム　9月5日(水)～7日(金)

　グローバルプログラム　10月（約10日間）

●問合先 （公社）日本環境教育フォーラム内

　  DENSO YOUTH for EARTH Action事務局

　  担当：佐藤秀樹　TEL 03-3350-6770

　  URL　http://www.denso-yea.com/

翻訳ボランティア・
翻訳コーディネーター募集

教育機関のお知らせ等を翻訳する翻訳ボランティア

と翻訳コーディネーターを募集。

◆登録条件 英検準1級又はTOEIC750点程度以上

　の英語力を有する方、Eメールを毎日確認できる方

◆対象言語 英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語

◇翻訳の依頼も受け付けています。

●問合先 認定NPO法人アジア日本相互交流センタ

  ー・ICAN（アイキャン）

  TEL/FAX　052-253-7299

  URL　http://www.ican.or.jp

伝統さんさ踊りメンバー募集

宮古市茂市に伝わる“伝統さんさ踊り”を伝える

「さんさ伝承会もいち」では現在メンバーを募集。

●問合先　さんさ伝承会もいち

　Eメール　moichisansa@livedoor.com

　ブログ　http://blog.livedoor.jp/moichisansa/

JICA短期ボランティア

1年未満であれば参加できるという方のための短期

派遣のボランティアを募集。

◆募集期間 第1回　5月8日～6月8日

   第2回　8月16日～9月18日

詳しくは、下記JICAホームページで。　　

http://www.jica.go.jp/volunteer/

◆満20～39歳の方は

　「青年海外協力隊短期ボランティア」

　http://www.jica.go.jp/volunteer/application/

　seinen/short/

◆満40～69歳の方は

　「シニア海外ボランティア短期ボランティア」

　http://www.jica.go.jp/volunteer/application/

　senior/short/

●問合先 JICA短期ボランティア募集選考窓口

  TEL　03-3556-5925

JICA東北教師海外研修派遣者募集

青森、岩手、宮城、秋田、山形県内の小学校・中学

校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・特別

支援学校に勤務する先生方を対象に、開発途上国の

国際協力の現場を視察する研修への参加者を募集。

◆研修国  スリランカまたはインドネシア

◆募集人数 それぞれ8名程度

◆募集締切 8月（予定）

詳細は、JICA東北ホームページで。

http://www.jica.go.jp/tohoku/

●問合先 JICA東北　市民参加協力課

　  教師海外研修担当 

  市民参加協力調整員 高橋依子

　  TEL 022-223-4772

  FAX 022-227-3090

2013年外国人留学生のための
就活ガイド

（独）日本学生支援機構では、外国人留学生が日本

で就職活動するために必要な情報が満載のガイドブ

ックを、無料で配布（送料のみ自己負担）。

ホームページからダウンロード可能。

http://www.jasso.go.jp/job/guide.html#sofu

●問合先 独立行政法人日本学生支援機構

 TEL　03-5520-6033

日中国交正常化40周年
記念企画展示

中国との国交が正常となり今年で40周年。40年の

歩みを年表、参考文献、世界遺産ポスターなどで展

示。ぜひご覧ください。

◆期間 6月1日（金）～29日（金）

◆場所 アイーナ5階　国際交流センター内

●問合先 公益財団法人岩手県国際交流協会

 TEL　019-654-8900
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 夜の部18:00～21:00

◆費　用　5,250円

●問合先 善隣館（盛岡大沢川原3-2-37）

 TEL　019-654-1988

 Eメール　class@zenrinkan.com

盛
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アイーナからのお知らせ

震災バザーを開催します。皆さんお越しください！

◆日　時 7 月 8 日（土）　10:00 ～ 15:00

■問合先 アイーナ３F 総合案内

 TEL　019-606-1717
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