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イベント・講座

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　http://www.iwate-ia.or.jp/

TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922 ガイドブック

旅行ガイド

いわてグローカルカレッジ　盛岡

12月2日（日）
「活私開公（かっしかいこう）」の考えを基に、

岩手を機軸とする震災後の北東北の活性化

を共に考えてみましょう。

■内容　グローカル公共哲学と北東北の活性化

■講師　東京大学大学院総合文化研究科教

授　山脇直司氏

■時間　14：00～16：00

■場所　アイーナ　5F　501会議室

■申込み　窓口または電話で

■問合せ　

（公財）岩手県国際交流協会（担当：大山）

TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

日本語学習支援　
ネットワーク会議2012 in 仙台　仙台

12月8日（土）

ポスト3.11の沿岸被災地の日本語教室の新た

な動きとこれからの協働

■時間　10：00～16：30

■場所　宮城県民会館（東京エレクトロンホー

ル宮城）601会議室

＜午前＞　10：00～12：00

2012ワン・ワールド・フェスタ
in 陸前高田

　　　　～クリスマス！ありがとうを笑顔に変えて～
陸前
高田

12月15日（土）

国際交流のお祭りが陸前高田にやってきま

す。日本人・外国人問わず楽しく文化交流が

できる機会です。

■時間　11：00～14：00

■場所　陸前高田市 米崎コミュニティセンター

■問合せ　（公財）岩手県国際交流協会

TEL：019-654-8900

Eメール：oneworld@iwate-ia.or.jp

異文化理解講演会　
ロバート キャンベル氏講演会　水沢

12月1日（土）

『はじまりは坂の途中で―日本文学から日本人

について学べるものとは？―』と題し、日本人

の文化・習慣がどのように変わってきたのかを

アメリカ人であり東京大学大学院の教授である

ロバート キャンベルさんにお話いただきます。

■時間　13:30～15:30

■場所　奥州市まちなか交流館（メイプル西館１階）

■参加費　無料

※会場の関係上、入場制限をする場合があります。

■問合せ　奥州市国際交流協会

TEL：0197-22-6111

いわてグローカルカレッジ　盛岡

12月16日（日）

東日本大震災を受け、交流を続けてきた姉妹

都市からも多くの支援・援助、メッセージが被

災市町村へ届けられました。東日本大震災に

おいて姉妹都市交流がどのような役割を果た

したのか、岩手県の市町村への調査結果を

通して明らかにします。

■内容　姉妹都市交流がつなぐ震災支援

■講師　岩手県立大学共通教育センター教

授　佐藤智子氏

■時間　14：00～16：00

■場所　アイーナ　5F　501会議室

■申込み　窓口または電話で

■問合せ　

（公財）岩手県国際交流協会（担当：大山）

TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

外国人定期相談日 （毎月第3水曜日）

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。（秘密厳守、無料）

予約が必要です。

まずは当協会までお気軽にお電話ください。

（受付時間：毎日9:00～21:00）

■相談時間　15：00～18：00

■場所　アイーナ　5F　国際交流センター

国際フェア in はなまき　花巻

2013年1月26日（土）～27日（日）

新しい発見、広がる世界とのふれあい

民族衣装による歌と踊りのステージ、世界と日

本の郷土料理、パネルディスカッション・講義、

花巻発の世界のお店、キッズコーナー、民族

衣装、姉妹友好都市、花巻の輸出品展示など

■時間　10：00～15：30

■場所　花巻市交流会館（旧花巻空港ﾀｰﾐﾅﾙ）

■問合せ　（公財）花巻国際交流協会

TEL：0198-26-5833　　FAX：0198-26-5855

平泉善意通訳者の会

平泉善意通訳者の会は、日本政府観光局

（JNTO）が推進する「善意通訳運動」に参

加して、今年６月に設立されました。

平泉を訪れる外国人来訪者の皆さまに、外

国語による観光ガイドを行うボランティア団

体です。

現在、英語、中国語、ドイツ語の三ヶ国語

で無料ガイドを行っています。

ガイドをご希望の方は以下の連絡先にお

申し込みください。

■問合せ　平泉善意通訳者の会

TEL：0191-24-2756（岡田和明）

Eメール：o-kazuaki@nexyzbb.ne.jp

http://www.geocities.jp/hiraizumi_guide/

多言語サポーター研修会（分野別研修）

在住外国人が岩手で安心して生活できるよ

う、災害時における通訳等の支援、子育てに

関する通訳等の支援を行う多言語サポーター

の技術・能力の向上を図るための研修会を開

催します。

■対象者

　①多言語サポーター登録者

　②日本語と外国語の2カ国語以上が話せる

　　方で、今後、多言語サポーターとして活動

　　を希望する方

■対象言語　英語、中国語、韓国語、スペイン語

■定員　各回40名程度

■参加費　無料

■場所　アイーナ（いわて県民情報交流セン

ター）　6F　団体活動室1

■申込方法　メール、FAX、電話にて、下記

項目をご連絡ください。

　①氏名　②連絡先（電話番号など）　

　③受講希望の回／通訳研修での言語グル

　　ープ（英・中・韓・スペイン）

※詳細は当協会にお問い合わせください。

■問合せ

（公財）岩手県国際交流協会（担当：船越）

TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

Eメール：tagengo@iwate-ia.or.jp

『災害時に必要な情報の通訳・翻訳対応』
2013年1月12日（土）　13：00～16：00

①災害時に必要な情報（13：00～13：50）

　　東日本大震災津波時通訳翻訳者として実　

　　際に対応した方々による活動内容紹介

②通訳研修（14：00～15：10）

　　実際に災害時に有った事例として、NHKラ　

　　ジオで行った多言語での情報提供、国内外

　　からの問合せ対応、役所等での対面通訳な

　　どのロールプレイング形式を含めた通訳研

　　修　（英語・中国語・韓国語・スペイン語）

③災害時に多言語サポーターができること

　 （15：20～16：00）

　　日本人と外国人の文化の違いを橋渡しする

　　役割について

第1回

『子育てに関する通訳・翻訳対応』

2013年1月27日（日）　13：00～16：00

①子育てに関するガイダンス（13：00～13：50）

　　母子手帳、出産育児に関わる制度について

　　等に関するガイダンス

②通訳研修（14：00～14：50、15：00～16：00）

　　保健所で行っている子育て面談、問診につ

　　いてのロールプレング形式を含めた通訳研

　　修　（英語・中国語・韓国語・スペイン語）

第2回

介護現場における外国人の就業の
現状等に関する報告書

高齢者保健福祉施設を対象にした外国人の

雇用状況調査および外国人介護従事者への

インタビューに関する報告書。下記URLからダ

ウンロードできます。

http://www.k-i-a.or.jp/?p=2370

冊子を希望する場合は、4サイズ封筒に「介護

報告書希望」と明記し、送付先のお名前と住

所を記入し、240円分の切手を貼ってお送りく

ださい。

■宛先　かながわ国際交流財団

〒221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8

第１安田ビル４階

4カ国語「介護の仕事」ハンドブック

介護の仕事に関心を持っている外国人住民

の方々に向けた、「介護の仕事」ハンドブック。

（英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語／

日本語併記）

下記URLからダウンロードできます。

http://www.k-i-a.or.jp/?p=2374

■問合せ　

かながわ国際交流財団

TEL：045-620-0011　

FAX：045-620-0025

Eメール：tabunka@k-i-a.or.jp

＜電話のかけ方＞

１.　0120-279-338 に電話（通話料無料／携帯電話（PHS）、公衆電話からも通話可能。）

２.　音声ガイダンスが流れます。

３.　相談したい番号を選んでください。

　　①　暮らしの中で困っていること、気持ちや悩みを聞いて欲しい方

　　②　外国語による相談

　　③　性暴力やドメスティックバイオレンスなどの女性の相談

　　④　性別や同性愛に関わる相談

　　⑤　死にたいほどのつらい気持ちを聞いて欲しい

一般社団法人社会的包摂サポートセンターでは、どんな方のどんな悩みでも受け付けます。

●外国語による相談も受け付けます。

　 英語、中国語、韓国 ・ 朝鮮語、タガログ語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語

●通話による聞き取りが難しい方はファク シミリでの相談にも応じています。

　 FAX ： 03-3868-3811（相談内容、相談者本人の氏名、連絡先、お住まいの地域をご記入

　 ください。）

詳しくは、ホームページをご覧ください。

■一般社団法人社会的包摂サポートセンター　　http://279338.jp/

■外国語対応キャンペーン　　http://279338.jp/yorisoi/index-f.html

世界はともだち

■問合せ　

（公財）岩手県国際交流協会（担当：川村）

TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

第154回外国人との交流会

　　　　ようこそ“ローラ物語”の世界へ！盛岡

12月22日（土）

「大草原の小さな家」の翻訳家谷口由美子さ

んの講演会を中心に、米国出身ディーン・ホ

ルデン・ルツラーさんによる英語朗読。

■時間　14：00～16：00

■場所　アイーナ　6F　団体活動室1

■申込み　窓口、電話、メールにて

■参加費　一般200円、会員100円、中学生以

下無料（定員40名）　※事前にご予約ください

■問合せ　

（公財）岩手県国際交流協会（担当：吉田）

TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

Eメール：chatland@iwate-ia.or.jp

同時開催　パネル展　

“ローラ物語の世界”

■期間　12月17日（月）～1月16日（金）

■時間　9:30～21:30

■場所　アイーナ5F 国際交流センター

■内容　ローラの生きた開拓時代のアメリ

カとインガルス一家の歴史を写真・地図・年

表等でたどります。“ローラ物語”シリーズの

解説と原書や日本における“ローラ物語”

の翻訳の歴史、ローラ直筆の手紙、ローラ

が実際に使用したハンカチなども展示。

外国人留学生向け就職フェア　東京

12月15日（土）～16日（日）

■参加対象　日本で学ぶ外国人留学生

（2013年4月～2014年3月までに大学・大学院を

卒業あるいは卒業見込みの外国人留学生の方

■時間　11：00～18：00（受付開始10：30）

※完全予約制

■場所　秋葉原UDX（4F：UDX GALLERY）

詳しくはホームページをご覧ください。

http://www.globalleadernavi.com/

■問合せ　グローバルリーダー運営事務局

TEL：03-4360-5517

Eメール：jobfair@globalleadernavi.com

◇パネルディスカッション：　ポスト3.11の沿岸被災地

の日本語教室、これからの役割、つながりについて

＜午後1＞　13：00～13：50

文化庁からの報告：　「生活者としての外国人」のた

めの日本語教育事業について

＜午後2＞　14：00～16：20

ラウンドテーブル：　宮城県各地域の日本語教室の

支援者・学習者とともに語りましょう

■申込み・問合せ

（公財）宮城県国際化協会（MIA）　大泉貴広

TEL：022-273-3796　FAX：022-272-5063

Eメール：mail@mia-miyagi.jp

よりそいホットライン
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