
　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２６年３月 ３日（月）（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 2-3月号アンケート係」までお送りください。

抽選で３名様に、「TOURISM MALAYSIA ボールペンとメモ帳」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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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

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

材 料（8人分）

牛肉（一口大）……………1.5ポンド（750g）

玉ねぎ（8等分）…………………………2個

セロリ（薄切り）…………………………3本

ニンニク（みじん切り）…………………2片

ローリエ…………………………………1枚

ビーフブイヨン（顆粒）………………小さじ2

乾燥タイム（粉）……………………小さじ1

砂糖………………………………小さじ1/2

にんじん（中サイズ、薄切り）……………4本

トマトソース（缶）……………8オンス（240g）

ズッキーニ（半月切り）…………………2本

ピーマン（一口大）………………1/4カップ

コーンスターチ……………………大さじ2

作り方

❶電子レンジ対応のキャセロール（深鍋）

に、最初の9つの材料と、水375ccカップ、コ

ショウ小さじ1/8を入れ、ふた（またはラップ）

をする。  

❷ 電子レンジ（高）で5分加熱し、混ぜる。

❸ 電子レンジ（中）で20分加熱し、混ぜる。

❹ にんじん、トマトソースを加える。

❺ 電子レンジ（中）で20分加熱し、混ぜる。

❻ 残りの野菜を加える。

➐電子レンジ（中）で15～20分加熱（5分毎

に混ぜる）。

❽ 水大さじ2で溶いたコーンスターチを加え

る。

�ふた（ラップ）をはずして、電子レンジ（高）

で3分加熱（1分毎に混ぜる。）

�電子レンジ（中）で2分加熱（1分毎に混ぜ

る）。ローリエを取り除く。
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アメリカ定番の家庭料理―ビーフシチュー。
普通ビーフシチューというと、野菜をブイヨンで長
時間煮込んで作りますが、今回は米国西部を中心に
展開するスーパーマーケット Safeway で見つけた
時短レシピをご紹介します。汁の量は少なめで、ボ
リュームたっぷりの具材を食べる料理です。

水分が足りなくなったら途中で水分を補いな

がら加熱するとよいでしょう。 やわらかい材

料が崩れないよう混ぜすぎないで。

（写真はズッキーニが入手不可につき省略しています。）

Tips for cooking

　6回シリーズで開催しているいわてグローカル・カレッジ。様々な分野で活躍する方々を講師に

迎えています。

　2013年10月27日に開催された初回は、岩手県首席ILC推進監の大平尚氏が、

国際リニアコライダー（ILC）の北上山地への誘致に向けての取り組みや課題、期

待される成果など、岩手の未来に夢を与える壮大な計画をお話しされました。

　第2回の国際教養大学副学長マーク・ウィリアムズ氏の講演には、

未来の岩手を支える若者を中心に多くの方が参加しました。徹底した英語力の育

成と、課題解決型の思考力を養う教育により、多くの企業に求められる人材が秋

田から巣立っています。

　続く第3回は（有）ネパリ・バザーロ代表取締役　土屋春代氏。陸前

高田に伝わる椿油づくりの工場建設により、震災で産業を失った地元に雇用を生

み出しています。この椿油を使った化粧品も商品化にこぎつけ、誠実なものづくり

が支持され、販路を広げています。

　12月7日には、福島のNPO法人ルワンダの教育を考える会 理事長 カンベンガ・

マリールイズ氏にお話しいただきました。ルワンダ内戦という悲劇を逃れ、日本で

戦争に傷ついた祖国の子供たちの教育支援をするマリールイズさん。実体験に

基づく「生かされていることには意味がある」「教育が救ってくれた」というメッセー

ジは、強く受講者の心を揺さぶりました。

残る2回の講座は…

いわてグローカル・カレッジ好評開催中！

「震災からの復興と日本人の力」

（株）八木澤商店代表取締役　河野通洋氏

日時：　2月2日（日）　14：00～15：30

会場：　アイーナ　5階　501会議室

　2011年3月11日、社屋や工

場の全てを失った陸前高田の

味噌・醤油醸造業の老舗・八

木澤商店。震災後、いち早く

地域の再生、事業の再建に向

け取り組む姿は大きな希望を与えました。そ

の取り組みの過程で発揮された日本人の力

とは。

「グローバル化する世界といわての魅力」

（公財）岩手県国際交流協会理事長 平山健一

日時：　2月16日（日）　14：00～15：30

会場：　アイーナ　8階　804会議室B

　グローバル化された時代の中

で、更に積極的に地域の優れ

た個性を世界の平和と繁栄に

向けて発信することも可能では

ないでしょうか。岩手から国際化

する社会の担い手の誕生を期待し、「グロー

バル化」や「いわての魅力」について参加者

と共に理解を膨らませます。

ベ ジ タ ブ ル ビ ー フ シ チ ュ ー

Vegetable Beef StewVegetable Beef Stew

（公財）岩手県国際交流協会 TEL：019-654-8900 Eメール：chatland@iwate-ia.or.jp 
または 江刺国際交流協会 TEL：0197-35-7823 Eメール：kuckuck@pup.waiwai-net.ne.jp

また、春になると欧米では盛大に

祝うイースターのことも紹介して

いただきます。

ミニ英語＆スペイン語講座と、イースター

のクラフト作り等もありますよ。

皆さんお誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。

※事前にお申し込みください。

日　時： 2014年3月2日（日）　14：00開始

場　所： 奥州市岩谷堂地区センター（奥州市江刺区大通り1-61）

参加費： 一般200円、岩手県国際交流協会の賛助会員100円、

中学生以下無料

※ 江刺国際交流協会の会員の皆様は、江刺国際交流協会から

参加費補助があるので、無料でご参加いただけます。

ペルー出身のミランダさんと米国出身のアンナさんに、

日本に来た時の第一印象やびっくりした話を

紹介していただきます。

外国人との交流会「ちゃっとランド」in江刺

問合せ
・

申込み

アメリカ合衆国

ペルー

参加費は無料です。

どうぞ皆さまご参加ください。



イベント・講座

募集

語学・試験

東日本大震災からの再建への思いとその取り組
み、復興の過程で感じた日本人の力について。
■講師：（株）八木澤商店代表取締役　河野通洋氏
■時間：14：00～15：30
■場所：アイーナ　5階　501会議室
■参加費：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

2013いわてグローカルカレッジ第5回

「震災からの復興と日本人の力」

盛岡 2月2日（日）

情報紙Jiengoへの掲載情報の募集
国際交流・協力・多文化共生に関するイベント・
講演・講座・募集などの情報を情報紙Jiengoに
掲載しませんか？掲載ご希望の方は当協会ま
でご連絡ください。
■連絡先：（公財）岩手県国際交流協会●TEL：
019-654-8900●FAX：019-654-8922●Eメー
ル：newsletter@iwate-ai.or.jp

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！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。
■場所：大槌町中央公民館
■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。
■問合せ：（公財）岩手県国際交流協会（担
当：大山、斉藤、関）●TEL：019-654-8900●
FAX：019-654-8922●Eメール：event@iwate-
ia.or.jp

おしゃべりカフェ

大槌 3月1日（土）

新たに岩手で暮らす外国人に生活経験を踏
まえたアドバイスをしていただくために、在住
外国人の皆さんが生活する上で必要な知識・
情報を習得してもらう研修会を開催します。
■時間： 13：00～15：00
■場所： 【盛岡開催】アイーナ 6階 602会議室
 【一関開催】 川崎公民館研修室
■テーマ：「在留資格、教育、免許について」
■対象者：★在住外国人で日常会話以上の
日本語能力のある方★今後災害時を始め外
国人支援活動に積極的に協力してくれる方
■申込方法：メール、FAX、電話にて「氏名・
連絡先・参加希望日・会場名」を当協会までご
連絡ください。
詳しくは下記URLまたは当協会にお問い合わ
せください。
http://iwate-ia.or.jp/?p=1-1-info&l=jp&no=1780
■問合せ：（公財）岩手県国際交流協会（担
当：船越）●TEL：019-654-8900●Eメール：
tagengo@iwate-ia.or.jp

在住外国人向け

外国人多言語サポーター通訳研修会

盛岡 2月8日（土） 

グローバル化された時代に生きるためには異
文化の理解やコミュニケーション手段の修得は
常識となっていますが、更にもっと積極的に、

2013いわてグローカルカレッジ第6回

「グローバル化する世界といわての魅力」

盛岡 2月16日（日）

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

外国人定期相談日

盛岡　　　2月19日（水）、3月19日（水）

東京外国語大学　多言語・多文化教育研究
センターでは、外国出身児童のための漢字教
材をウェブサイトで公開しています。
ポルトガル語、フィリピン語、スペイン語、ベト
ナム語、タイ語の教材があります。
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/soc
ial_02.html
■問合せ：東京外国語大学　多言語・多文化
教育研究センター●TEL：024-330-5454●E
メール：tc@tufs.ac.jp●http://www.tufs.ac.jp/
blog/ts/g/cemmer/

外国出身児童のための漢字教材

■開講日：2014年2月5日、12日、19日、26日（水）
■時間：18：30～21：00
■テーマ：日本語を書いてつかう
■場所：アイーナ 5階　国際交流センター
■申込方法：申込書を提出してください。
■問合せ：（公財）岩手県国際交流協会●〒
020-0045盛岡市盛岡駅西通り1-7-1　アイー
ナ5階　国際交流センター宛●TEL：019-654
-8900●FAX：019-654-8922

国際交流センター　日本語教室
2月の予定

国際交流協会からのお知らせ

■試験日：2014年3月16日（日）
■申込締切：2014年2月19日（水）
■受験料：4,500円
■目的：ビジネス関連文書の読解能力の測
定、ビジネス場面での日本語能力の測定
■実施都市：仙台ほか
■問合せ：日本語検
定協会・J.TEST事務
局●TEL：03-6273-1814
●http://j-test.jp

ビジネスJ.TEST
日本語上級者のための試験

■試験日：2014年3月16日（日）
■申込締切：2月19日（水）
■受験料：3,600円
■A-Dレベル：中上級、E-Fレベル：初級
■実施都市：仙台ほか
■問合せ：日本語検定協会・J.TEST事務局
●TEL：03-6273-1814●http://j-test.jp

J.TEST　実用日本語検定
外国人のための日本語力テスト

■検定実施日：2014年3月21日（金）
■時間：15：00～16：00
■申込期間：2014年2月24日（月）まで
■受験コース：3級（ものしりコース）
■受験料：3,400円
※今回は3級のみ実施
■実施エリア：東京・大阪・福岡　（3都市）
■中国百科検定公式サイト：http://www.jcfa-
net.gr.jp/kentei/
■問合せ：日本中国友好協会●〒101-0065
東京都千代田区西神田2-4-1東方学会ビル
●TEL：03-3234-4700●FAX：03-3234-4703
●Eメール：nicchu@jcfa-net.gr.jp

中国百科検定

　毎年開催しているワン・ワールド・フェスタ。2013年は11月と12月に計3回、盛岡市以外

でも開催しました。

ワン・ワールド・フェスタ地域開催

思い切ってドイツ語を勉強してみませんか。今
回からネーティブスピーカーが担当します。
■開催日時：2014年2月13日～5月1日の毎週
木曜日（計12回）　10：00～11：30
■会場：盛岡市上田公民館
■対象：ドイツ語を入門から継続して習いたい人
■内容：「聞く、話す」ことに重点をおいた練
習、基礎文法の学習、ドイツ・オーストリア・ス
イスの文化的背景の紹介
■講師：遠藤スサンネ（岩手大非常勤講師）
■受講料：12,000円/12回分（週1回、3ヶ月）
■申込み：開始当日の2月13日（木）9：45から
会場でお申し込みください。
■主催：岩手日独協会
■問合せ：大沢久人（講座世話人）●TEL＆
FAX：019-662-4163

ドイツ語入門コース受講者募集

一関

FIDRでは一年を通じて、年賀状をはじめとす
る書き損じたはがき、不要となった
未使用はがきや切手を集めてい
ます。いただいたはがきや切
手は、郵便局で切手に交換
し、通信費として活用していま
す。ご家族やご友人、周囲の
方々と一緒に取り組める国際協力です。
■送り先：〒101-0062東京都千代田区神田
駿河台2-1　OCCビル3F　公益財団法人国際
開発救援財団「書き損じはがき」担当
■問合せ：（公財）国際開発救援財団FIDR
（ファイダー）支援者サービス・マーケティング
担当●TEL：03-5282-5211●FAX：03-3294-
2525●Eメール：fidr@fidr.or.jp●http://www.f
idr.or.jp/join/person_other.html

「書き損じはがき」で国際協力

■応募締切日：2014年4月10日（木）必着
■開催日時：2014年5月24日（土）13：00開始
■演目：自由 （宗教、宣伝に類するものは不可）

■場所：松江市総合文化センター「プラバホ
ール」（松江市西津田6丁目5番44号）
■応募方法：申込用紙、スピーチを録画した
メディア、その他を郵送（※申込用紙は下記ホ
ームページからダウンロードできます。）
※交通費/宿泊：会場までの交通費と宿泊は
主催者が手配（ただし、タクシー代は個人負担）
詳しくは下記にお問い合わせください。
■問合せ：一般財団法人国際教育振興会

第55回外国人による日本語弁論大会
出場者募集

お知らせ

日本から海外の学校へ留学を希望している方
を対象とした海外留学奨学金情報をまとめた
パンフレットが発行されました。留学希望者の
みならず大学での海外留学に関する研修等
にもご活用いただけます。
http://www.jasso.go.jp/study_a/pamphlet_j.ht
ml からダウンロードできます。
印刷物を希望する場合は下記にお問合せく
ださい。
■問合せ：日本学生支援機構 留学生事業部 
留学情報課「海外留学奨学金パンフレット」担
当●〒135-8630東京都江東区青海2-2-1●
TEL：03-5520-6111●FAX：
03-5520-6121●Eメール：
infohi@jasso.go.jp（個人の
方からのメールによる郵送
請求は受け付けておりませ
ん。）

海外留学奨学金パンフレット2013-2014

■募集期間：2014年2月6日（木）～3月7日（金）
1ヶ月～10ヶ月程度であれば参加できるという
方のために、青年海外協力隊とシニア海外ボラ
ンティアの【短期派遣のボランティア制度】で
す。年に4回実施しており、2013年度の第4回目
の募集を上記の期間で行います。詳しくは下記
ホームページ、またはＪＩＣＡ岩手デスクまで。
■青年海外協力隊（20歳～39歳の方）
http://www.jica.go.jp/volunteer/application/
seinen/short/
■シニア海外ボランティア（40歳～69歳の方）
http://www.jica.go.jp/volunteer/application/
senior/short/

JICA短期ボランティア募集

「外国人による日本語弁論大会事務
局」●〒160‑0004東京都新宿区四谷
1‑21●TEL：03-3359-9620●FAX：
03-3353-8908●URL：http://www.
iec‑nichibei.or.jp●Eメール：benron
@iec‑nichibei.or.jp

参加費無料の海外留学奨学金

■応募締切：2014年2月10日（月）必着

■選考方法：一次：申込書による書類選考、

二次：面接等3/29（土）30（日）いずれか一日

■派遣期間：2014年7月20日（日）～8月11日（月）

■募集人数：40名（男女各20名）

■申込書送付・問合せ：AIU高校生国際交流

プログラム事務局●〒130-8560東京都墨田

区錦糸1-2-4　アルカウエスト●TEL：03-5819

-8288●FAX：003-5619-2559●Eメール：hsd

@highschooldiplomats.org●http://www.high

schooldiplomats.org/index.html

米国派遣高校生外交官の募集

2月9日（日） 

地域の優れた個性を世界の平和と繁栄に向け
て発信することも可能ではないでしょうか。
■講師：（公財）岩手県国際交流協会理事長　平山健一
■時間：14：00～15：30
■場所：アイーナ　8階　804会議室B
■参加費：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

「アフリカに必要なもの」～アグネス・チャン大
使がみたナイジェリア～　（無料）
■時間：10：00～17：00（盛岡：最終日15時まで）

■場所： 【盛岡】プラザおでって（2/28～3/2）
 【花巻】花巻市妙円寺（3/5～3/9）
■問合せ：岩手県ユニセフ協会●TEL：019-6
87-4460●Eメール：sn.iunicef_iwate@todock.jp
●http://www.unicef-iwate.jp/

ユニセフ写真パネル展

盛岡       2月28日（金）～3月2日（日）

花巻         3月5日（水）～3月9日（日）

　どの会場も、参加外国人の皆さんと来場者の皆さんはとても楽しい時間を共有すること

ができました。人種や国籍を超えてみんなで楽しい時間を過ごすことで、お互いの理解

が深まれば、より良い共生社会が作れるのではないでしょうか。

　12月14日（土）には大船渡市で、大船渡市国際交流協会、陸前高田市国際交流協

会、そして陸前高田ユネ

スコ協会の共催で開催し

ました。

　外国紹介ブース、民族

衣装の試着体験、インタ

ーナショナルレストラン、

音楽と踊りのショーなど、

盛り沢山の内容でした。

　そして12月22日（日）には北上市で、当協会と国際都市推進きたかみ市民会議の主

催、北上市国際交流ル

ームの共催で開催しまし

た。

　宝探しコーナー、外国の

絵本の読み聞かせ、歌や

踊り、クリスマスプレゼント

の交換などをして、楽しい

時間を過ごしました。

　11月30日（土）に釜石市で開催したフェスタ

は、釜石市国際交流協会の皆さんにもご協力い

ただきました。

　ベトナムとフ

ィ リ ピ ン の お

菓子に舌鼓を

打ち、外国の

遊びやフェイ

スペインティン

グなどをして、在住外国人の皆さんとの交流を楽しみ

ました。


