
　国際交流の輪を広げ外国人も住みやすい地域となるよ
う、 当協会の趣旨 ・ 目的に賛同してくださる 「賛助会員」
の募集と、 当協会の事業を支えてくださる 「寄附」 をお
願い致します。

　皆様からの会費や寄附は、 県民の皆さんと外国人との
交流 （ワン ・ ワールド ・ フェスタなど） や未来を担う若い
世代の育成 （いわて青年国際塾） など幅広い事業に活
用されています。

　賛助会員へは講座やセミナーへの参加費割引や提携する旅行代理店における海外旅行割引などの特
典もあります。

　寄附金は、 所得税 ・ 法人税 ・ 個人住民税の税法上における優遇措置があります。

　皆様の温かいご支援を宜しくお願い致します。

編集・発行

アンケートのお願い

賛助会員の募集と寄附のお願い

■　締切：平成 25 年 11 月 1 日（金）（当日消印有効）
アンケート

　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。
ハガキ、FAX、Eメールに　　①住所　　②氏名　　③電話番号　　④アンケートの回答
をご記入のうえ、「日本語版 jien go 10-11月号アンケート係」までお送りください。
抽選で３名様に、ベトナムのお土産「刺繍入りポーチ」をプレゼントします。
（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。）

外国人定期相談

　在留資格 （ビザ） や日常の様々な困りごとや悩み事について専門の相談員がご相談に応じます。
予約が必要です。 まずはお気軽にお電話ください。 ～秘密厳守 ・ 無料～

　　　　　　　■　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：（公財）岩手県国際交流協会　TEL：019-654-8900
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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

ホームページ http://www.iwate-ia.or.jp/

(１) 記事は役に立ちましたか？　　※ その理由も教えてください。

　　　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

(２) 今号の Jien go で面白かった記事、興味をもった記事は何ですか？

(３) ご意見・ご要望をお寄せください。

〒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　019-654-8922
ホームページ　http://www.iwate-ia.or.jp/
E-mail　newsletter@iwate-ia.or.jp

開館時間　9：00 ～ 21：30

休 館 日　年末年始、その他

公益財団法人　岩手県国際交流協会

新規ご入会ありがとうございました

平成２５年7月１日～8月末日

【個人】　谷川 英樹 様、中村 公一 様、伊藤 博康 様、大畠 

齊 様 【学生】　千田 真子 様

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

「Let’s Speak English with Oxford University Students!!」を開催しました

国際交流・協力・多文化共生が大テーマのイベント「ワン・ワールド・フェスタinいわて」は今年で

8回目です。協力していただく日本人・外国人ボランティアの方々は総勢約110名。色々なプロ

グラムを準備して皆さんをお待ちしています。参加費不要、事前申込不要、語学力不要です。

11月17日（日）にはアイーナで国際交流してみませんか？
詳しくは中面を見てね！

　毎月開催している「ちゃっとランド」の特別版として、来県して

いたイギリス・オックスフォード大学の学生さんなど6名をお招き

して、7月6日（土）、アイーナ5階国際交流センターで英語での

交流会を開きました。

　オックスフォード大学の歴史などを紹介していただいた後は、

本場のイングリッシュ・ティーやスコーンをいただきながら、英語

での会話に花を咲かせました。その後、ビンゴゲームやカード

ゲームなどもして交流しました。

　イギリスの香りを感じることができたひととき。皆さんとても楽し

い時間を過ごすことができたようです。

　この内容は当協会ホームページにも掲載しています。

イベントレポート　http://www.iwate-ia.or.jp/?l=jp&p=1-3-report&no=1626

スタッフ日記　http://www.iwate-ia.or.jp/cp-bin/blog/index.php?eid=146

(公財)岩手県国際交流協会　（担当：船越）

〒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：019-654-8922　Eメール：oneworld@iwate-ia.or.jp

材 料
無漂白の中力粉………………………………470g

ベーキングパウダー………………………大さじ2

冷たいバター（小さく切る）……………………90g

砂糖……………………………………………90g

ゴールデンレーズン……………………………90g

牛乳…………………………………………250ml

1849年に紅茶を専門に扱う食料品店としてイギリスで創

業した、現在では世界的にも有名な高級百貨店ハロッズ

のスコーンレシピです。少し甘めなのでジャムがなくても

美味しくいただけます。（出典：Afternoon Tea Serenade）

作り方
❶ オーブンを200℃に余熱しておく。

❷ ボールに粉とベーキングパウダーを入れ、よく

混ぜる。

❸ バターを、ペイストリーブレンダーやナイフ等で

刻みながら、または指ですり合わせながら、②

の粉類に混ぜ込む。荒いパン粉のようになれ

ばOK。（手早く作業します。）

❹ ③に砂糖とレーズンを入れてよく混ぜる。

❺ 牛乳を加え、素早く混ぜ、生地をまとめる。（こ

ねすぎないように。）

❻ 粉を薄くふるった台の上で、軽く練って表面が

滑らかになったら、1cm厚程度に伸ばし、5cmの

丸型で抜く。（断面はなるべく触らない。膨らみ

にくくなります。）

➐ベーキングシートを敷くか油を塗った天板に、型

抜きしたスコーンを2.5cm間隔で置き、刷毛で少

量の牛乳を表面に塗る。

❽予熱したオーブンで、15～20分または表面に焼

き色がつくまで焼く。

❾網の上で軽く冷ます。温かいうちにどうぞ。

外国紹介ブース
＆国際交流関係

　団体活動展示

（アフリカ）

物品販売

アイーナギャラリー

国際交流センター

ステージ

外国紹介ブース
　＆国際交流関係団体活動展示

（アジア、オセアニア、

ヨーロッパ、北南アメリカ）
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日時：平成 25 年 11 月 17 日（日）　10：00 ～ 16：00

場所：いわて県民情報交流センター（アイーナ）　4 階／ 5 階



イベント・講座

協会からのお知らせ

第166回外国人との交流会「ちゃっとランド」は…
11月17日（日）のワン・ワールド・フェスタの中で開催予定
です。詳細は、チラシやHPなどでお知らせします。

在留資格などについて、在住外国人からの相
談に応じます。秘密厳守・無料。（要予約）
■時間：15：00～18：00
■場所：アイーナ 5階 国際交流センター
■問合せ：（公財）岩手県国際交流協会（担
当：大山）●TEL：019-654-8900●Eメール：

consult@iwate-ia.or.jp

　　　10月16日（水）＆11月20日（水）

外国人定期相談日

盛岡

お知らせ

第165回外国人との交流会

知ってる？東南アジアのこと（仮）

盛岡 10月19日(土)

日本・ASEAN交流40周年を記念して、東南ア
ジアからのゲストスピーカーをお迎えします。
■時間：14：00～16：00
■場所：アイーナ 5階 国際交流センター
■参加費：一般200円、賛助会員100円、中学生以下無料
■問合せ：（公財）岩手県国際交流協会●TEL：

019-654-8900●Eメール：chatland@iwate-ia.or.jp

盛岡 10月6日（日）

いわて青年国際塾　英語講座3

Be a frontier～起業家に学ぶ～

楽しいことを生み出す原動力となる物は？岩
手で活躍する「起業家」の体験談を通じて学
んだことを英語で伝えるプレゼンテーションの
方法を学びます。（参加費無料）
■時間／場所：14：00～16：00、アイーナ
■参加対象：県内在住の高校生、大学生など
16～25歳位の若者　（要事前申込み）
■申込み・問合せ：（公財）岩手県国際交流協
会（担当：宮）●TEL：019-654-8900●FAX：

019-654-8922●Eメール：juku@iwate-ia.or.jp

盛岡 10月6日（日）

第８回三陸を応援！アイーナ復興バザー

三陸からの出店や個人出店によるフリーマー
ケット。収益金は岩手県災害義援金募集委員
会に募金。着物リメイクファッションショー（11：
30～12：30）、絵本の読み聞かせ（13：30～
15：00）も。
★同時開催：インターナショナルバザー（国際
交流しながらお買いもの！）

【募集中】海外の土産品・雑貨・衣類等をご提
供ください。（受付：10月6日まで当協会へ）
■時間：10：30～15：30
■場所：アイーナ 4階 県民プラザ
■問合せ：アイーナ管理事務室●TEL：

019-606-1717 滝沢 10月24日（木）

ワールド・クッキング　ジャマイカ料理講座

■時間：19：00～21：00
■場所：滝沢勤労青少年ホーム 1階 調理室
（IGR銀河鉄道「巣子駅」から徒歩約10分）
■参加費：1,000円（材料代）
■講師：Latoya Tulloch 先生
■問合せ・申込み：滝沢勤労青少年ホーム●

TEL：019-688-2032●FAX：019-688-3130（9:00

～21:00）●Eメール：kinro@vill.takizawa.iwate.jp

※FAXおよびE-mailでお申込みの際は、名
前、住所、年齢、電話番号をご連絡下さい。

仙台 10月26日（土）

英国留学セミナー＆アメリカ留学相談会

■時間： 【英国留学セミナー】10：30～12：30
 【アメリカ留学相談会】13：30～17：30
■場所：仙台国際センター交流コーナー研修室
※セミナー・相談会の詳細・申込みは各ホー
ムページをご覧ください。
■問合せ：【英国留学セミナー】ブリティッシ
ュ・カウンシル教育推進・連携部●Eメール：

educationuk@britishcouncil.or.jp●URL：http:

//www.educationuk.org/japan/articles/sendai/
【アメリカ留学相談会】日米教育委員会留学
情報サービス●TEL：03-3580-3231●Eメー

ル：eas@fulbright.jp●URL：http://www.fulbrig

ht.jp/study/event/sodan.html

東京 10月26日（土）

海外留学フェア・海外留学説明会

約20カ国・地域の大使館や政府関係機関か
ら、直接留学情報を聞くことができます。（入
場無料、予約不要、入退場自由）
http://www.jasso.go.jp/study_a/info_fair.html
■時間：11：00～17：00
■場所：東京国際交流館 プラザ平成
■問合せ：日本学生支援機構（JASSO） 留学
生事業部 留学情報課●TEL：03-5520-6111

●Fax： 03-5520-6121

盛岡 11月10日（日）

いわて青年国際塾　英語講座4

岩手を世界に発信／
Stay in Iwate but act globally!

■時間：14：00～16：00
■場所：アイーナ
■参加対象：県内在住の高校生、大学生など
16～25歳位の若者
■参加費：無料（要事前申込み）
■申込み・問合せ：（公財）岩手県国際交流協
会（担当：宮）●TEL：019-654-8900●FAX：

019-654-8922●Eメール：juku@iwate-ia.or.jp

盛岡 11月10日（日）

緑のサヘル岩手講演会

「アフリカに緑を、子供たちに笑顔を！」を掲げ
る砂漠の環境づくりを支援するNGO緑のサヘ
ルが、菅川拓也事務局長の講演会を開催。
■時間：13：00から
■場所：アイーナ 6階 会議室602
■問合せ：緑のサヘル岩手盛岡支局（齋藤せ
い子）●FAX：019-688-1366●携帯：090-9035
-1980●Eメール：masa-613@mve.biglobe.ne.jp

盛岡 11月17日（日）

2013ワン・ワールド・フェスタinいわて

11月はアイーナで国際交流しよう！
■時間：10:00～16:00
■場所：アイーナ　4階と5階
■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

花巻 11月24日（日）

国際フェアINはなまき2013

外国音楽や芸能の発表、料理紹介、こども向
けワークショップなど、諸外国に関する文化を
体験できる総合的なイベントを行います。
■時間：10：00～17：00
■会場：花巻市交流会館
■参加費：入場無料（販売等一部料金がかか
ります）　申込みは不要です。
■問合せ：（公財）花巻国際交流協会●TEL：
0198-26-5833●Eメール：kokusai_staff_c@city.
hanamaki.iwate.jp

募集

学校教育、各種団体でのグローバルな視点を

もった教育（グローバル教育）を実践する際に

活用できる作品を全国から募集しています。

■写真部門：世界が抱える様々な問題につい

て学ぶための教材のもとになるもの、日本の

国際協力の現状や開発途上国の現状を知る

きっかけとなる写真とメッセージを募集

■グローバル教育取り組み部門：実践事例などを募集

■募集期間：10月31日（木）まで

■応募用紙は国際協力機構（JICA）のホーム

ページからダウンロードしてください。http://ww

w.jica.go.jp/hiroba/menu/global_edu/index.html

■応募・問合せ：（株）メディア総合研究所内「グ

ローバル教育コンクール2013」●TEL：0120-441

-172●Eメール：global-oubo@mri.mediasoken.jp

グローバル教育コンクール2013

海外体験を生かす就活応援。海外インターン

シップやワーキングホリデー、語学研修等の

海外での経験を有する若年者が、その経験を

生かした就職を実現できるよう、渡航前から帰

国後まで一貫したキャリア形成を支援します。

（厚生労働省委託事業）詳しくは、下記問合

せ先またはGlobal ACEのホームページをご覧

ください。http://www.global-ace.jp

■問合せ：JAOS海外留学協議会「Global 

ACE」実施本部デスク●TEL：03-3269-8446

●FAX：03-3269-8447●Eメール：info@global

-ace.jp●URL：http://www.jaos.or.jp/

平成25年勤労青少年の国際交流を
活用したキャリア形成支援事業（通称：
Global ACE）への支援対象者の募集

語学・試験

■日程：11月10日（日）
■時間： 午前：2級、3級、5級
 午後：1級、準2級、4級
■願書受付期間：10月4日（金）消印有効
■問合せ：ハングル能力検定協会●TEL：
03-5858-9101●FAX：03-5858-9103●URL：
http://www.hangul.or.jp

ハングル能力検定試験

■日程：11月17日（日）
■申込締切：10月23日（水）
■試験レベル：A-D、E-F、G、ビジネス
■試験地：仙台ほか
■問合せ：J.TEST事務局●TEL：03-6273-1814
●FAX：03-6273-1815
●Eメール：info@j-test.jp

J.TEST実用日本語検定

短期滞在であることを示すパスポートを提示して

「ID/Passカード」を入手すると、14日間無料で

Wi-Fiインターネット接続が可能になります。

■「ID/Passカード」の県内配布場所：

平泉観光協会、平泉町役場観光商工課、プラザ

おでって（観光文化情報プラザ）、北東北観光セ

ンター（盛岡駅構内）

■利用可能場所：県内約1,000カ所の「光ステーシ

ョン」アクセスポイント（ホームページでご確認くださ

い。）https://flets.com/spot/ap/ap_search_s.html

詳しい情報は、外国人観光客向け無料Wi-Fi接

続サービス紹介サイトをご覧ください。（英・中・韓

対応）http://flets.com/freewifi/service.html

盛岡 10月12日（土）

平和フォーラム　「中国人から見た日本」

中国吉林省出身の白韵（ハクイン）さんから見
た日本についてのお話。
■時間：13：30～16：00
■会場：奥州市水沢区大鐘 南地区センター
■参加費：　200円（資料代）
■問合せ：NPO法人HARP（千葉）●TEL：
0197-24-5220

盛岡　　11月7日（木）～12月12日（木）

実践！使える英語通訳講座

実際に通訳が必要な場を想定して英語を学ぶ講
座（中級者以上）。通訳経験不問。どなたでもお気
軽にご参加ください。詳しくは下記問合せ先へ。
■日時：11月7日～12月12日までの毎週木曜
（全6回）、18：30～20：00
■会場：プラザおでって 3階 第一・二会議室
■講師：エリック・ラッツ（岩手大学、岩手医科
大学、他非常勤講師）、上村康子（通訳者・翻
訳者、岩手大学講師）他
■参加費：一般3,000円（定員15名）
■申込み：10月22日AM9時から電話にて
■問合せ：（財）盛岡国際交流協会●TEL：
019-626-7524●Eメール：moriintl@nifty.com

盛岡 10月16日（水）

第２３回外国人による 日本語スピーチコンテスト

■時間：開場17：30、開演18：00
■会場：プラザおでって（盛岡市観光文化交
流センター） 3階 おでってホール
■問合せ：国際ゾンタ盛岡ゾンタクラブ国連国
際員　赤坂みどり●TEL：019-635-0111（南仙
北保育園）●FAX：019-635-0337

盛岡　　　10月5日（土）＆10月14日（月祝）

青年海外協力隊、シニア海外ボランティア

募集説明会

ボランティアＯＢによる体験談報告の他、JICA
からの事業概要説明、協力隊パネル展示、個
別相談ブース等を設けています。ぜひ応募し
たい！という方も、迷っている…という方も、募
集説明会にお気軽にお越しください。
※事前申込、予約不要、入退場自由、入場無料
■時間： 5日（土）10:30～12:30／14:00～16:00
 14日（月祝）10:30～12:30／14:00～16:00
■場所：アイーナ 4階 県民プラザ
■問合せ：JICA岩手デスク（熊谷）●TEL：
019-654-8911（直通）●FAX：019-654-8922
●Email: jicadpd-desk-iwateken@jica.go.jp

※ＯＢ会主催のボランティア説明会も、下記の
日程・場所で開催。アイーナでの募集説明会と
同様、事業概要説明、体験談報告会なども。
■日時：10月6日（日）13:00～16:00
■場所：金ケ崎町中央障害教育センター 第一研修室

岩手県出身の青年海外協力隊員が、世界の

発展途上国でどのような活動をしているの

か？どんな場所で、どんな生活をしているの

か？岩手県立図書館内でパネル展示を実施

します。開催中は、JICAがおすすめする国際

協力や海外ボランティアなどに関わる図書も

設置します。岩手県立図書館へお越しの際

は、ぜひJICAパネル展示もご覧ください。

■日時：10月1日（火）～10月30日（水）

■場所：岩手県立図書館　4階スペース

青年海外協力隊　活動紹介パネル展

海外留学

盛岡 11月10日（日）

岩手日独協会 料理教室

■時間：10：30～16：00（受付10：00より）
■場所：盛岡市上田公民館 ２階 調理室
■講師：梶田シャニンさん
★メニュー：スイス（チューリッヒ）の郷土料理
（チューリッヒ・ゲシュネツェルテス＆レスティ、
アイスクリームの温ブルーベリーかけ、他）
★お話：スイスの紹介
■参加料：1,500円（定員20名）
※エプロン・筆記用具をご持参ください
※無料駐車場あり
■申込方法：FAXにて（住所、氏名、年齢、

話すのはだいたい大丈夫だけど、書くのはち

ょっと苦手だなぁ、ひらがなやカタカナは少し

読めるけど、漢字はむずかしいなぁ、という方

におすすめです。途中参加もできます。

■こんなことを勉強します

　10月：ケガや病気のときの日本語

　11月：災害や困ったときの日本語

■場所：アイーナ 5階 会議室501

■日時：毎週水曜日、18：30～21：00

■参加費：1,800円くらい（教科書代）

■申込方法：申込書を書いて、FAX、郵便、E

メール、または持ってきてください。

詳しくは、当協会に聞いてください。

■申込・問合せ：（公財）岩手県国際交流協会

（担当：斉藤）●TEL：019-654-8900●FAX：

019-654-8922●Eメール：saito-y@iwate-ia.or.jp

　　国際交流センター 日本語教室盛岡

気軽に国際交流を楽しむ「おしゃべりカフェ」

を10月から毎月開催します。協会からは国際

交流等補助員の米国出身アンナさんが参加

します。英語で話してみたい方、外国の人と

交流してみたい方、また日本

人や他の外国人と交流

したい在住外国人の皆さ

んも、ぜひ遊びに来てく

ださい。コーヒーでも飲み

ながら、みんなでおしゃべ

りしましょう！

■場所：大槌町中央公民館

■日程：10月5日、11月9日、12月7日、平成26

年1月11日、2月1日、3月1日（すべて土曜日）

※12月はクリスマス・パーティを開きます！

■時間：14：00～15：30

■参加費無料、申込み不要

詳しくは、当協会にお問い合わせください。

■申込・問合せ：（公財）岩手県国際交流協

会（担当：大山、斉藤、関）●TEL：019-654-8

900●FAX：019-654-8922●Eメール：event@i

wate-ia.or.jp

おしゃべりカフェ大槌

岩手の国際化や多文化共生について考えて

みませんか？10月から6回シリーズのセミナー

を開催します。詳しい日程や会場は、当協会

のチラシ、ホームページまたは直接お問い合

わせください。（参加無料）

■問合せ：（公財）岩手県国際交流協会（担

当：大山）●TEL：019-654-8900●Eメール：

event@iwate-ia.or.jp

　　いわてグローカルカレッジ盛岡

外国人観光客向け
インターネット接続サービス

TELをご記入ください。）
■問合せ：事務局（大畑）●FAX：019-687-6312
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