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をカップに注ぎ入れました。 とても面

白い光景でした。 コーヒーを入れ終っ

て、 私が砂糖のことを尋ねると、 ウエ

イターさんは

ニッコリしな

がら、 最初

から入って

いますよ、

とのこと。 な

るほど甘か

ったです。

屋根の上のボトル

　旅の途中、 ガイドさんが屋根を見る

よう言いました。 なるほどデザインが違

う、 と思いました。 しかしその時、 す

ごく違う光景を見ました。 ボトルです。

すべての家ではありませんが、 ボトル

が乗っている家があるのです。 広口瓶

からコーラのボトルなど様々。それは、

結婚適齢期の娘がいるというサインで

した。 そして、 ボトルの形は娘の体型

を表しているのだそうです。 トルコの一

部ではいまだに、 息子にふさわしい嫁

時間を過ごすことができました！

日の出を見る一番良い方法

　カッパドキアに行くのなら、 日の

出を見る一番良い方法を逃しては

いけません。 それは、 熱気球に

乗ることです。素晴らしい経験で、

とてもロマンチ

ックで、 その

上、 カッパド

キアの景色を

空から見ること

ができます。

ただ、 朝はと

ても早く起きな

ければならな

い の で

す が、

そ の 価

値はあり

ました！

トルコの想い出

　この素敵な旅で私の心に残った

体験をいくつかご紹介します。

トルココーヒー

　レストランでのランチの後、 私は

コーヒーを注文しました。 砂糖とク

リームが横に添えられた普通のコー

ヒーです。 するとウエイターさん

が、砂糖は欲しいかと聞くのです。

あれっ？と思ったら案の定、 10 分

後に出てきたのは、 小さなポット

と、 何も入っていない小さなかわ

いいカップで

した。 テーブ

ルにカップを

置くと、 ウエイ

ターさんは、

20 センチほど

上からポットを

上げたり下げ

た り し な が

ら、 コーヒー

当協会の国際交流補助員でペルー出身のミランダ ・ クエンカ ・
ヤスミ ・ カロルさんにトルコでの体験談を伺いました。

を探すのは母親の役目です。 屋根の

上のボトルは、 どこを探せばよいかを

知らせるものでした。

トルコアイスクリーム

　トルコアイスクリームのスタンドをマー

ケットで見つけたとき、 とても驚いたの

は、 その形と弾

力、 そして、 アイ

スクリームを作っ

ている時の面白い

会話です。 そし

て 「いらない」 と

いっているのに、

砂糖菓子の飾りや

ナッツなどのトッピ

ングを乗せる

のです。 結

局 そ の 日

は、 とてもカ

ラフルで美

味しいアイス

クリームと、

素晴らしい

　県内在住の学生など若い世代に海外へのチャレンジ意欲を持ってもらい、

またグローバルマインドについて理解を深めてもらうため、海外で活躍した経

験を持つ方々による講演やディスカッションを行いました。

　セッション１は2月8日に、日本銀行

からフランス銀行とフランス大蔵省に

派遣勤務された近藤謙一氏を講師に

お迎えし、フランスへの留学や働くた

めの“最短距離”のヒントを教えていた

だきました。

　セッション2は2月15日に、岩手県環

境生活部若者女性協働推進室の吉

田知教氏に、多民族国家シンガポー

ルでの仕事や、国際感覚の必要性、

語学力の向上法について教えていた

だきました。

　またセッション2の後には、海外に誇

れる日本・岩手の魅力などについて

英語のみでディスカッションをし、コミュニケーション能力の向上を目指しまし

た。

いわて青年国際塾を開催しました

　2月14日に最終回を迎えたグローカル・カレッジは、パネルディスカッション

「日本（岩手）を世界へ発信：東日本大震災とILC」を開催し、米国と豪州出身

の3人のパネリストから、ILC（国際リニアコライダー）誘致へ向けた英語環境の

整備などの様々な提言をいただきました。

いわてグローカル・カレッジを開催しました

　2月28日の当日は多くの皆さんにご

参加いただき、ワーキングホリデー、

海外留学、海外生活などについての

基礎知識を、日本ワーキングホリデ

ー協会の駒木根亜美氏に教えてい

ただきました。

留学セミナーを開催しました

トロイの木馬

世界遺産 ヒエラポリス - パム
ッカレの石灰棚

カッパドキア 洞窟の家

カッパドキア 洞窟のレストラン

カッパドキア 熱気球

カッパドキア上空



TEL ： 080-5095-5734

E メール ： iittahms45412@gmail.com

URL ： http://sozendaiko.com/index.html

あなたのタンス遺産で、世界に学びのチャンスを

うっかり書きそんじてしまった郵便ハガキ、

使っていない切手やプリペードカードな

ど。ユネスコ世界寺子屋運動は、こうしたタ

ンス遺産を募金にかえ、 学びの場を世界

に広げていく運動を行っています。 11 枚

の書きそんじハガキで、 カンボジアでは一

人がひと月学校に。世界に約 5,700 万も

いる学校に行けない子どもたちのために、

あなたのタンス遺産でユネスコ世界寺子

屋運動にご協力ください。

■送付先

日本ユネスコ協会連盟ＤＧ係

〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿 1-3-1

朝日生命恵比寿ビル 12Ｆ公益社団法人

＜その他の協力方法＞

書きそんじハガキ以外にも、 未使用切手、

未使用プリペードカード（QUO カード、 テ

レホンカードなど）、図書券、収入印紙、各

種金券（ビール券、 おこめ券、 旅行券、 そ

の他の商品券） なども集めています。日本

ユネスコ協会連盟までお送りください。

専門家による外国人定期相談日

　　　4 月 15 日、5 月 20 日（水）

在留資格（ビザ）や、 日常の様々な困りごとに

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。まずはお電話ください。

◇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

TEL ： 019-654-8900

E メール ： consult@iwate-ia.or.jp

フィリピン領事によるパスポート業務

　　　6 月 6 日（土）

フィリピン領事によるパスポート業務を盛岡

にて開催します。

◇対象 ： 岩手、秋田、青森に住むフィリピンの方

◇時間 ： 9 ： 30 ～ 17 ： 00

◇場所 ： アイーナ　5 階　501 会議室 A

（http://www.aiina.jp/en/index.html）

詳しくは下記 URL をご覧ください。

http://tokyo.philembassy.net/02events/

makilahok-sa-consular-outreach-missions

-2015/#nav-cat

■問合せ

西村セシリアさん

TEL ： 090-5847-6774

E メール ： ceznishimura0809@gmail.com

または、高橋オフェリアさん

TEL ： 090-3125-0137

E メール ： ruiofyanna@gmail.com

イベント・講座

盛岡

盛岡

募　集
一緒に多読しませんか！

英語多読はだれにでもできます。英語多読

クラブ・岩手では参加者を募集しています。

現在の部員は 20 代から 70 代まで。時に

は英語を母語とする先生も参加します。

○年齢制限なし

○英語力ゼロからでもできる

○自分の都合に合わせていつでもどこでもできる

○英語で挫折した方や英語アレルギーだ

った方に特に有効

◇活動日と場所 ：

 1． 「紫波町古館公民館」図書館

  （TEL ： 019-676-2323）

  第 1 と 3 の火曜日　19 ： 00 ～ 21 ： 00

 2． 冬季はアイーナ5階国際交流センター

  第 2 土曜日　10 ： 00 ～ 12 ： 00

◇会費 ： 毎月 500 円

■申込先

事務局（畠山廣子）

E メール ： viola.hh@nifty.com

TEL ： 019-676-5194

蒼前太鼓保存会メンバー募集中

年齢 ・ 性別問わず、 メンバー随時募集

中！外国人も歓迎！キッズ、 親子連れ

OK ！初心者大歓迎！和太鼓に興味のあ

る方是非一度見学にいらしてください。

◇練習場所 ： 鵜飼小学校体育館（滝沢市

鵜飼洞畑 87-1）

◇時間 ： 毎週月曜　19 ： 00 ～ 21 ： 00

■問合せ

事務局（佐々木誠）

生　活　情　報

青年海外協力隊・シニア海外ボランティア

募集説明会開催

◇日時：

　 2015年4月11日（土）　10:00-12:30

　 2015年4月15日（水）　18:30-20:30

◇場所：アイーナ5階　501会議室

（※平成27年度春募集期間：4月1日（水）

～5月11日（月）当日消印有効）

　青年海外協力隊、シニア海外ボランティ

アとして、ご自身の特技や資格、技術や経

験を活かして世界の発展途上国で活躍し

たい、という方を募集しています。

　説明会当日はボランティアOBによる体

験談報告の他、JICAからの事業概要説

明、個別相談ブース等を設けています。

特別な資格や技術がなくても挑戦できる

職種も多数。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。

※事前申し込み、予約不要

※入退場自由、入場無料

※どちらの日程も、青年海外協力隊および

シニア海外ボランティアの合同説明会です。

■問合先：JICA岩手デスク（熊谷）

TEL: 019-654-8911（直通）

FAX: 019-654-8922 

Eメール: jicadpd-desk-iwateken@jica.go.jp 
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アイーナ5階　国際交流センター

公益財団法人岩手県国際交流協会内

JICA岩手デスクからのお知らせ

AMDA国際医療情報センター電話相談

AMDA医療情報センターでは、外国人ま

たは外国人患者を受け入れている医療機

関、外国人を雇用している会社、地方行

政窓口などから医療関連の相談を受けて

います。

言葉の通じる医療機関の紹介や、医療福

祉制度の案内を多言語で行っています。

また、電話による医療通訳にも対応してい

ます。事前予約なしで利用できます。

詳しくはホームページをご覧ください。

http://amda-imic.com/modules/activity/i

ndex.php?content_id=13

■問合せ

AMDA国際医療情報センター

TEL（電話相談）：03-5285-8088

◇対応言語：英語、タイ語、中国語、韓国

語、スペイン語（毎日9：00～17：00）、ポル

トガル語（月・水・金曜日9：00～17：00）、フ

ィリピン語（水曜日13：00～17：00）

外国人旅行者や在住外国人のための

災害情報配信アプリ「Safety tips」

国土交通省観光庁は昨年10月24日から国

内の緊急地震速報や津波警報を英語で通

知するスマートホン向け無料アプリ「Safety 

tips」を公開しています。周囲の状況に照ら

した避難行動を英語で示した避難フローチ

ャートや周りの人から情報を取るためのコミ

ュニケーションカード、災害時に必要な情

報を収集できるリンク集など、訪日外国人

旅行者及び在住している外国人向けに災

害時に役立つ様々な機能があります。

＜主な機能＞

①緊急地震速報・津波警報受信

②地震情報一覧の表示

③フローチャート表示

④コミュニケーションカード

⑤役立つリンク集

⑥震度階級の説明

＜ダウンロード＞

Android(Android 4.0 以降)

https://play.google.com/store/apps/detai

ls?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android

iPhone(iOS 7.0以降)

https://itunes.apple.com/jp/app/safety-t

ips/id858357174?mt=8

詳しくは観光庁ホームページをご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/page

03_000000.html

■問合せ

観光庁外客受入参事官室

Eメール：Safetytips@mlit.go.jp

中学教科単語帳（日本語⇔中国語）

宇都宮大学HANDSプロジェクトでは、平

成26年度分の一つの成果として『中学教

科単語帳（日本語⇔中国語）』を刊行しま

した。

この単語帳は、中学校で使う数学・英語・

地理・理科（第一、第二分野）の教科書を

参考に、使用頻度の高い単語を集め、翻

訳したものです。

300部限定で書籍代は無料にてお譲りい

たします。まずは下の問い合わせ先にメー

ルにてご連絡ください。お一人様原則とし

て１冊とさせていただきます。

■問合せ

HANDSプロジェクト事務局（担当：船山千恵）

〒321-8505　栃木県宇都宮市峰町350　

宇都宮大学国際学部付属多文化公共圏

センター内

電話・FAX：028-649-5196

Eメール：funayama@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

■締切日 ： 平成 27 年 5 月 7 日 （木） （当日消印有効）
アンケート

(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
 （その理由も） 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。

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。

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、

ハガキ、FAX、またはEメールで当協会までお送りください。

抽選で、「マレーシアのコインセット」を若干名様にプレゼントします。

（当選発表は発送をもってかえさせていただきます。）

アンケートのお願い

材 料（4人分）

オリーブ油

たまねぎ（小さく切る）.........................1個

鶏もも肉（一口大に切る）...................500g

塩.................................................少々

トマトペースト...............................大さじ1

黒こしょう

にんにく（みじん切りまたは砕く）...........2片

作り方

❶ 少量の油でたまねぎがしんなりして色づ

くまで炒め、2カップの水を加えて10分間

とろ火で煮る。

❷ 鶏肉を①の鍋に加え、鶏肉に十分火が

通るまで20～30分煮る。

� ②に塩、トマトペースト、黒こしょうを加え

て、さらに10分間とろ火で煮る。（必要な

らば水を足す。）

� 仕上げににんにくを入れる。

❺ 器に盛りつけ、ピタパンを添える。

出典：世界の料理－Dishes from Around the World－（京都大学農学研究科・農学部国際交流室著）

この料理は普段のお昼ご飯で、鶏肉のかわりに

ラムや牛肉を使うこともあるそうです。

Chicken with Tomatoes and Onion
～スーダン～トマト、たまねぎ入り鶏煮込み

Chicken with Tomatoes and Onion
～スーダン～トマト、たまねぎ入り鶏煮込み


