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　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。

　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？

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

新規ご入会ありがとうございました

平成 24 年 5 月 1 日～６月 30 日

【個人】 工藤 順子 様、董 麗娟（トウ レイエン）様、

金 順子 様、ミランダ クエンカ ヤスミ 

カロル 様、畠山 智禎 様、斎藤 雅博 様

【学生】 千葉 真弓 様　

【団体】 ハーティーネットワーク 様
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最新情報は携帯電話サイトから！

アンケートのお願い

賛助会員募集のお知らせ

■ 締切　9 月 3 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。

アンケート

寄附のお願い

　市民レベルの草の根の国際交流・国際協力・多文化共生の取組みを通して、物心ともに豊かな

郷土岩手づくりに寄与するため、企業・団体・県民の皆様からの寄附を募集しております。

　当協会へ寄附金を寄せられた方には、所得税

・法人税・個人住民税の税制上の優遇措置があ

ります。皆様の温かいご支援をよろしくお願い

いたします。

寄附の御礼

平成24年5月1日～７月１０日　

 安藤　厚 様（盛岡市）、

(社)日本語教育学会 様（東京都）[大震災支援活動資金]

　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 4 名様に「アジアの小物入れ」を１つプレゼント。どれが当たるかはお楽しみ。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 jiengo8-9 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。

　5月12日に、平成24年度「いわて留学生大使」委嘱式・説明会・懇談会が行われました。

今年度の「いわて留学生大使」をご紹介します。　　　　　　　　①所属　②出身　③特技　④ひとこと

平成 24 年度いわて留学生大使

外国人との交流会『ちゃっとランド』

第 150 回記念 交流パーティ　8 月 25 日開催
ことができます。

　2002 年（平成 14 年）から開催している

『ちゃっとランド』は、今年 8 月で第 150 回

目を迎えます。これを記念して、「世界は友

達！」と題し、特別記念イベントを開催します。

過去 50 回のゲストスピーカーの方々を複数お

招きする交流パーティです。皆さんぜひご参加

ください。

　詳しくは当協会にお問い合わせください。

　岩手県国際交流協会では、毎月 1 回、いわ

て県民情報交流センター（アイーナ）で、外国

人との交流会『ちゃっとランド』を開催してい

ます。『ちゃっとランド』は、県民と外国人と

の交流、外国人同士の交流を目的に、文化、ス

ポーツ、季節の行事などをテーマとして開催す

る、誰でも気軽に参加できる国際交流イベント

です。毎回、様々な国の方をゲストスピーカー

に迎え、楽しく交流しながら外国の文化を学ぶ

海外自治体職員研修員　朴蓮姫（ボク レンキ）さん

　これまで、日中交流関連事業で中国を訪問す

る日本人の通訳をする機会が多かったという、

中国吉林省出身の朴さん。今回、中国大連市旅

順口区外事事務所から海外研修員として岩手に

やって来ました。来年 5 月まで、岩手県庁で

経済交流関連の業務に携わります。

　文化の違う国で生活し仕事をするにあたって

は、カルチャーショックの心配もあったそうで

すが、受入先の皆さんが親切で

心配も減りました、とのこと。「今

回、岩手で研修する機会を与え

ていただき感謝しています。岩

手は震災で大変だと思いました

が、皆さんの笑顔と元気な姿を

見て安心しました。研修中は楽

しく生活できればと願っていま

す。岩手で勉強したことや岩手

のことを母国の人に伝えたいで

す。」と、笑顔のステキな朴さんは、流暢な日

本語で話してくれました。

岩手県国際交流協会では、県内で国際交流活動等に参加する

留学生を支援するため「いわて留学生大使」に委嘱し、奨学

金を支給しています。国際理解事業や多文化理解を目的とす

る行事に「いわて留学生大使」を講師として派遣します。

国際交流員　ローリー・カラハンさん

　2009 年から国際交流員（CIR）として岩手

県庁で勤務していたローリー・カラハンさん（ア

イルランド出身）が退職しました。岩手を離れ

るにあたりお別れの言葉をいただきました。

　岩手県での生活が終わりを迎え、来たばかり

の頃の思い出がよみがえってきます。この 2

年間、岩手県でたくさんの人に出会い、友だち

になり、楽しい時間も苦しい時間も共にしまし

た。岩手県の皆様のおかげで、岩手県の色々な

面を見ることができました。岩手県に住んで素

敵な友達ができたことはとても幸運だったと思

います。私は岩手を離れますが、これからも岩

手での思い出を心に抱いて進んでいきます。

　最後に、岩手県の宮沢賢治の言葉でお別れし

たいと思います。

As I come to the end of my time in Iwate, 

もうけつしてさびしくはない

なんべんさびしくないと云つたとこで

またさびしくなるのはきまつてゐる

けれどもここはこれでいいのだ

すべてさびしさと悲傷とを焚いて

ひとはとうめいな軌道をすすむ

皆様、大変お世話になりました。

　　ローリー・カラハン

６月末から岩手での新たな生活を始める朴蓮姫さん

と、同じ頃に岩手を離れるローリー・カラハンさ

ん。お二人から挨拶の言葉をいただきました。

第 150 回記念交流パーティ

開催日　8 月 25 日（土）

時　間　14：00 ～ 16：00（要予約）

場　所　アイーナ 6 階　団体活動室１

問合せ　岩手県国際交流協会

TEL　019-654-8900

黄　晗　（コウ　カン）

①岩手大学教育学研

究科　②中国四川省

　③料理、ダンス　

④四川料理を食べた

い方、中国に興味あ

る方、すてきな笑顔をもらいた

い方、よろしくお願いします。

朴　銀貞　（パク　ウンチョン）

①富士大学経済学部　②韓国ソウル市③

ピアノ、講座、水泳、人に情報を知らせるの

が好きで特技です。韓国のおかず等簡単な

料理を作るのが好きです。④昨年と今年、

いわて留学生大使として活動できること

本当に嬉しく思います。韓国料理を作ったりドラマ

を見ながらお話したり等の交流をしたいです。

陳　忱　（チェン　チェン）

①富士大学経済学部②中国

山東省　③バスケットボー

ル　④みんなに中国のいい

ところを紹介できるように

頑張りたいと思います。これ

からも皆さんと一緒に国際交流のため

にがんばります。

姜　珍珍 （キョウ　チンチン）

①岩手大学教育学

研究科　②中国山

東省　③中国語を

教えること、中国

の伝統文化をお伝

えすること　④よろしくお願

いします。

王　暁　（オウ　ギョウ）

①岩手大学教育学

部　②中国江蘇省

　③水墨画、折り

紙　④国際友好の

関 係 に な る た め

に、少しでも自分の力を尽く

したいと思います。

王　梓　（オウ　ジ）

①岩手大学工学部

工学研究科　②中

国 山 東 省　③歌、

料理　④音楽につ

いての活動、スポ

ーツについての活動、是非参

加したいと思います。

金　倫煥　（キム　リュナン）

①富士大学経済学

部　②韓国ソウル

市　③歌、料理、文

化の紹介、K-POP

の 紹 介 等。　④ま

だまだですが、一緒に楽しく

できれば良いと思います。

郝　一琪　（コウ　イキ）

①岩手大学２学研究科　②中国

山東省　③歌を歌うことや、書

道やアニメーションを作ること

が得意です。　④いわて留学大

使になれて嬉しいです。これか

ら色々な国際交流活動に参加して、中日友

好のために自分の力を注ぎたいです。

刘　杰　（リュウ　ケツ）

①岩手大学教育学研究科　②中国

山東省　③中国の有名な水餃子を

教えたいです。全部手作りです。粉

から皮まで最後に餃子の成形で

す。　④皆さん、中国本場の餃子を

食べたいですか？よろしければ、私と一緒に中

国本場の水餃子を作りましょう。

張　博　（チョウ　ハク）

①岩手大学教育学

部　②中 国 陜 西 省

西安市　③演説、作

文、音 楽　④「案 ず

るより生むが易し」

ということを信じて、誰でも将

来の可能性が天限である。

|| 材料

鶏の手羽元……………１パック（８本程度）

（調味料がひたひたになる程度の量）

砂糖…………………………………大さじ２

しょう油……………………………大さじ３

酢……………………………………大さじ３

酒……………………………………大さじ１

水……………………………………大さじ４

今回は、筆者がアジアの友人から教わったレシピ

をご紹介します。とても簡単で、しかも美味しい、

ごはんが進む一品です。

|| 作り方

❶全ての材料を鍋に入れ、汁が無くなるま

　で煮る。

※材料の分量は目安です。鶏肉の量を増やす時は、

　調味料の割合を同じにしてください。

チキン･リブ･キングチキン･リブ･キング



第151回外国人との交流会　　　　　　　　

テーマは「韓国」

9月15日（土）
■時　間 14：00～16：00（要予約）

■場　所 アイーナ6階　団体活動室１

■費　用 一般200円、賛助100円、中学以下無料

■問合先 岩手県国際交流協会（担当：吉田）

 TEL　019-654-8900

 Eメール　chatland@iwate- ia. or.jp

第3回　平和フォーラム

9月18日（火）
中国江蘇省出身の王暁さんから見た日本についての

お話です。

■時　間 13：30～16：00（事前申込み不要）

■場　所 奥州市水沢区大鐘　南地区センター

■参加費 200円（資料代）

■問合先 NPO法人HARP（ハープ）

 TEL/FAX　0197-24-5220（千葉）

　周耀錕（シュウヨウコン）二胡演奏会

9月１７日（月・祝）
■時　間 13：30開場　14：00開演

■場　所 岩手県民会館　中ホール

■料　金　4,500円（前売）5,000円（当日）

■問合先　きら星工房 / TEL　019-601-5653

イベント・講座

募集

国際交流基金設立 40 周年記念
懸賞論文コンテスト

国際文化交流に関心のある方、ご応募ください。

■懸賞論文テーマ

＜大学生・一般の部＞

　「これからの国際文化交流と国際交流基金の役割」

＜高校生の部＞

　「わたしたちが行う国際文化交流とは」

■応募締切 8 月 20 日（当日必着）

募集要項の詳細は、国際交流基金のホームページをご

覧ください。

ホームページ http://www.jpf.go.jp/j/

■問合先 国際交流基金情報センター

 「40 周年記念懸賞論文コンテスト」募集係

 TEL　03-5369-6075 

 E メール 　ronbun@jpf.go.jp

JICA 国際協力中学生・高校生
エッセイコンテスト 2012 

身近な生活の中にも、あなたと世界とのつながりが沢

山存在しています。学校の授業、友達との会話、地域で

の出会い、本や新聞、テレビを通して知り、感じたこ

と、自分自身の体験から感じたことなど、自由な題材

であなたの想いを伝えてください。

■テーマ

　「これからの日本、これからの世界 —私たちができ

　ること—」

■応募締切 9 月 14 日（金）（当日消印有効）

最優秀賞・優秀賞・審査員特別賞には副賞として海

外研修旅行が贈呈されます。募集要項の詳細は、JICA

地球広場のホームページをご覧ください。

ホームページ http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/

  essay/coll ect/index.html）

■問合先 （公社）青年海外協力協会内

 「JICA 国際協力中学生・高校生エッセイ

 コンテスト 2012」係

 TEL　03-3556-5926 /

 E メール　jica.essay@joc a.or.jp

三菱アジア子ども絵日記フェスタ
絵日記作品募集

日本を含むアジア 24 の国・地域から絵日記を募集

します。ふだんの生活の中で、あなたがアジアの友だ

ちに伝えたい、紹介したいと思うことを絵日記にして

描いてください。

◆テーマ

　「伝えたいな、私の生活」（絵日記 5 枚で 1 セット）

◆募集対象 6 歳～ 12 歳（応募時点）

協会からのお知らせ（続き）
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

日本語教育能力検定試験2012

■試験日 10月28日（日）

■受付期間　8月13日（月）まで（当日消印有効）

■試験地 札幌・仙台・東京ほか

■受験料 10,500円

■問合先 日本国際教育支援協会

 TEL　03-5454-5215

 ホームページ　http://www.jees.or.jp/

実用タイ語検定試験

■試験日 11月4日（日）

■受付期間　9月1日（土）～10月22日（月）

 （当日消印有効）

■問合先 日本タイ語検定協会事務局

 TEL　03-3207-8223

 Eメール　nihon@thaigokentei.com

ホームページ　http://www.thaigokentei.com/

携帯サイト　http://www.thaigokentei.com/m

第104回　J.TEST実用日本語検定

■試験日　9月9日（日）　申込締切　8月15日　

■受験料　A-D・E-F　3,600円

■問合せ J.TEST　日本語検定協会・J.TEST事務局

 TEL　03-3633-2212

 ホームページ　http://j-test.jp/xp

イタリア語レッスン参加者募集

■開催日　毎月第2、第4日曜日

■時　間　初級コース　13:00～14:30、

 中級コース　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（テキスト代は実費）

■問合せ 斎藤　計一

 TEL　019-635-0083

 携帯電話　090-7333-0639

日本語教室ガイド

日本語を学びたいけど、どこで日本語を教えている

のか分からない…、と思っている方へ。岩手県国際

交流協会では、県内の日本語教室ガイド（マップ）

を紹介しています。ご活用ください。

■http://www.iwate-ia.or.jp/?l=jp&p=3-4-japa 

　ne se_study（日本語）

■http://www.iwate-ia.or.jp/?p=3-4-japanes 

　e_study&l=en（英語）

■http://www.iwate-ia.or.jp/?p=3-4-japanes 

　e_study&l=ch（中国語）

外国人住民基本台帳　総務省コールセンター

多言語電話相談窓口

平成 24 年 7 月 9 日から外国人住民の方にも住民票

が作成されるようになります。この制度について電

話相談窓口を開設しています。多言語で対応してい

ますので、ご活用ください。

0570-066-630（ナビダイヤル）

03-6301-1337（IP 電話･PHS から）

■受付時間 8：30 ～ 17：30（土日祝、年末年始除く）

■対応言語 英語、中国語、韓国語、スペイン語、

  ポルトガル語

新制度に関する詳細は、総務省「外国人住民に係る

住民基本台帳制度」のホームページをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyo

usei/c-gyousei/zairyu.html（日・英・韓）

東日本大震災の体験談募集

当協会では、東日本大震災に関する記録集を多言語

語学・試験

外国につながる子どもの教育

宇都宮大学HANDSプロジェクトでは、以下の冊子

を刊行しました。外国人児童生徒の教育に関わる皆

さん、ご活用ください。

■『教師必携　外国につながる子どもの教育～
　Q&A・翻訳資料～』

■『続　教員必携　外国につながる子どもの教
　育～外国につながる子どもの教育の原点とは
　何か～』

詳しくは、HANDSプロジェクトの運営するHP「だ

いじょうぶnet.」（http://www.djb.utsunomiy 

a-u.ac.jp/）をご覧ください。

■問合先 宇都宮大学 HANDSプロジェクト

  TEL028-649-5196

ガイドブック

いわて子どもの森

サマーフェスティバル

8月4日（土）～16日（木）
「地球とタッチ！ぼくらは世界とつながってる！」

をテーマに、ジンバブエの子供達によるコンサート

や打楽器のステージ、毎年恒例の全身泥んこになっ

て遊べる“冒険遊び場”などのイベントを開催。詳

しくはいわて子どもの森にお問い合わせください。

URL　http://www.iwatekodomonomori.jp/

◆問合先 岩手県立児童館　いわて子どもの森

 TEL　0195-35-3888

金ケ崎町農業まつり＆米の日

　世界の米料理試食コーナー

8月18日（土）
農業振興と米の消費拡大イベントにおいて、在住外

国人と町民が協力し合い、外国の米料理を作り、来

場者へ振舞います。詳細は金ケ崎国際交流協会にお

問い合わせください。

■場　所 金ケ崎町中央生涯教育センター

■問合先 金ケ崎町国際交流協会

 TEL　0197-44-2099

 Eメール　kanegasaki.ifa＠gmail.com

南米料理教室

8月20日（月）＆ 9月13日（木）
■時　間 8月20日（月）10：00～13：00

 9月13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

第150回外国人との交流会　　　　　　　　

第150回記念交流会

「世界は友達！」

8月25日（土）
■時　間 14：00～16：00（要予約）

■場　所 アイーナ6階　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（担当：吉田）

 TEL　019-654-8900

 Eメール　chatland@iwate- ia.or.jp

で作成するため、在住外国人の皆さんの声を募集し

ています。震災当時のお話、困ったこと、戸惑った

こと、新たに岩手にやってくる外国人の皆さんに伝

えたい事などをお聞かせください。

また、震災当時やその後の写真等も大歓迎です。

詳しくは、当協会にお問い合わせください。

■問合先 岩手県国際交流協会（担当：川村）

 TEL　019-654-8900

 E メール　hisanaga@iwate-ia.or.jp

外国人相談「定期相談日」

外国人の方の日常のお困り事や悩み事について、行

政書士や専門員に相談することができます。日本人

のご家族や知り合いの方からのお話も受け付けてお

ります。お気軽にお電話ください。

■日　時 毎月第 3 水曜日

 15:00 ～ 18:00（要予約）

■場　所 アイーナ 5 階　国際交流センター

■申込先 岩手県国際交流協会

 TEL　019-654-8900

助成金対象事業の募集

①　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。

【助成額】協会が認定した助成対象経費の 1/2 以内

の額で、１事業につき 10 万円を限度とします。

②　日本語教室運営支援助成
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、日本語教室の運営経

費に対して助成金を交付します。

【助成額】協会が認定した助成対象経費の 2/3 以内

の額で、5 万円を限度とします。

詳しくは、当協会へお問い合わせください。

■募集期間 8 月 1 日（水）～ 9 月 30 日（日）

■問合先 岩手県国際交流協会（担当：川村）

 TEL　019-654-8900

 E メール　hisanaga@iwate-ia.or.jp　

センター運営サポーター募集

国際交流センター（アイーナ 5 階）の運営や協会事

業のサポートをしていただくボランティアを募集し

ています。詳しくは当協会へお問い合わせください。

■応募条件

国際交流・協力活動に興味を持ち、ボランティア活

動に理解と意欲のある明るい方。外国人の方でも応

募可能です。（※交通費、謝金は出ません。）

アイーナからのお知らせ
第5回三陸応援！復興支援バザー

9月16日（日）
今年度2回目の三陸応援復興支援バザーがアイーナ

で行われます。フリーマーケットの収益金は、全

額、岩手県災害義援金募集委員会に募金します。バ

ザーを通して被災地を応援しよう！

当日は、バザー商品着用によるチビッ子ファッショ

ンショー（11：00～11：30）や復興ガールズの

復興支援活動報告（13：00～13：30）等も。

■時　間 10：00～15：00

■場　所 いわて県民情報交流センター（アイーナ）

 4階県民プラザ

■問合先 アイーナ／TEL　019-606-1717

一戸

◆応募締切 2013 年 1 月 18 日（金）（当日消印有効）

詳しくは、同フェスタのホームページをご覧くださ

い。

ホームページ http://eni kki.mitsubishi.or.jp/

■問合先 三菱アジア子ども絵日記フェスタ実行委

 員会事務局

 TEL　03-5777-6825

 E メール　enikki@cicinc.co.jp

日本財団アジア・フェローシップ
2013-2014 年度フェロー募集

研究者に限らず、マスメディア、NGO/NPO、教育、

行政、芸術等の分野で活躍する方々を幅広く対象と

しています。各参加国で実践に取り組む意欲ある方

なら、どなたでも応募できます。

■活動期間 2013 年 7 月 1 日以降 1 ～ 12 カ月

■活動国 インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ

■応募締切 8 月 31 日（金）

詳しくは、API 日本事務局のホームページをご覧く

ださい。

ホームページ http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/api/

■問合先 京都大学東南アジア研究所 API フェロー

 シップ事務局

 TEL　075-753-7348/-7391

 E メール　api@cseas.kyoto-u.ac.jp

「草枕」国際俳句大会　作品募集

■一般部門

対　象 どなたでも　（締切日　8 月 31 日（金））

投句料 2 句 1 組　1,000 円　

賞  大賞／ 10 万円（1 人）ほか

■ジュニア部門

対　象 小学生・中学生・高校生・留学生（日本

語に限る）（締切日　9 月 10 日（月））

投句料 無料

賞  大賞／ 1 万円図書券（4 人）ほか

■外国語部門（英語）

対　象 どなたでも（締切日　9 月 10 日（月））

投句料 無料

賞  大賞／ 5 万円（1 人）ほか

■問合先 「草枕」国際俳句大会実行委員会事務局

 TEL　096-328-2039

 ホームページ　http://kusamakura-h aiku.jp/

日独青少年指導者セミナー

2 週間のドイツ研修の参加者募集。

■研修テーマ

　「子ども・若者の力を育む～若い人の力を育むため

　の青少年教育の果たす役割～」

■事前研修会 10 月 13 日（土）～ 10 月 14 日（日）

■派遣期間 11 月 25 日（日）～ 12 月 9 日（日）

■応募資格 日本国籍を有し、指導者としての実績

がある方（職業分野・語学能力は問いません）

■応募締切 8 月 31 日（金）必着

■問合先 （独）国立青少年教育振興機構　国際・企画課

 TEL　03-6407-7751/7614

E メール honbu-kokusaikikakuka@niye.go.jp

ホームページ http://www.niye.go.jp/services/plan/

 honbujigyo.html

ドイツ大使賞　絵画コンテスト 2012

小学生・中学生の皆さんへ、「わたしのまわりのドイ

ツ」というテーマで絵を募集しています。詳しくは

ドイツ大使館のホームページをご覧ください。

ホームページ http://www.tokyo.dip lo.de/

■応募締切 9 月 14 日（金）

■問合先　ドイツ大使館「わたしのドイツ」係

 TEL　03-5791-7700

■主な活動内容

新聞・雑誌・図書・インフォメーション等の整理、展示・

イベント・研修会等の準備・受付・後片付け等

■問合先 岩手県国際交流協会（担当：船越）

 TEL　019-654-8900

 E メール　funakoshi-h@iwate-ia.or.jp

企画展示のお知らせ

企画展示「ロンドンオリンピック開催記念～アジア

初の金メダリスト～」が開催中です。

■日　時 8 月 12 日（日）まで

■場　所 アイーナ 5 階国際交流センター

■時　間 9：00 ～ 21：30

【予告】8 月・9 月の企画展示は…

　8 月　「新渡戸稲造　生誕 150 周年記念

    ～ ”to be”を人生の目的に～」

　9 月　「日独ユースサミット

    ～ドイツにおける環境保全～」

詳しい日程は、当協会へお問い合わせください。

■問合先 岩手県国際交流協会

 TEL　019-654-8900

いわてグローカルカレッジ

９月９日（日）、23日（日）他
岩手の国際交流・協力、多文化共生について考える

連続セミナー。今年も強力な講師陣を迎え、開催し

ます。詳しくは、当協会へお問い合わせください。

9 月の講師・日程は次のとおり。（各回定員５０名）

■第１回 9 月 9 日（日） 　14:00 ～ 16:00 

 学校法人立命館 副総長 モンテ カセム 氏

■第２回 9 月 23 日（日）　14:00 ～ 16:00　

 フィンランド教材作家　北川 達夫 氏　他

■会　場 アイーナ 5 階　501 会議室

■問合先 岩手県国際交流協会

 TEL　019-654-8900

 E メール　event@iwate-ia.or.jp

2012 ワン・ワールド・フェスタ in いわて

11月18日（日）
毎年恒例、国際交流のお祭りです。今年は上記日程

で開催します。お楽しみに！

■場　所 アイーナ 4 階・5 階

■問合先 岩手県国際交流協会

 TEL　019-654-8900

 E メール oneworld@iwate-ia.or.jp

金ケ崎

盛岡

盛岡

盛岡

盛岡

協会からのお知らせ

予告

盛岡
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