
　以2010年岩手县与云南省在上海世博会上共同

出展为契机，2013年岩手县与中国云南省签订了

《友好交流合作协定》。今年夏天，云南省10名

初中学生访问了我县，并于7月11日（星期六）

在交流会上向大家介绍了云南省。在交流会上同

学们表演的民族乐器、古筝、歌唱和舞蹈给大家

留下了深刻的印象。在交流时段，大家一边喝普

洱茶、吃点心一边进行交流。是接触以普

洱茶及少数民族而闻名的云南省文化的好

机会。

　同时，在国际交流中心的展示厅里，设有身着

云南省少数民族服装的人偶和两套少数民族服装

的实物展示，请来宾们观看。

   Activities connected to the 2010 Shanghai 
World Fair led to Iwate agreeing a “Friendship 
and Cooperation Pact” with Yunnan Province 
in 2013. On July 11th (Sat.), 10 visiting junior 
high students from Yunnan introduced us to 
their home. The traditional folk instrument 
performances, songs and dances resounded 
with the audience. They had a chance to 

interact with the students while enjoying some 
light snacks and the regionally-famous Pu-erh 
tea. 
   The International Exchange Center’s 
exhibition room had dolls wearing the 
traditional clothing of Yunnan’s many ethnic 
minorities, as well as full-sized dresses 
on display.

与外国人的交流会「中国云南省的孩子们在岩手」
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　2010年の上海万博共同出展などをきっかけに

2013年に岩手県と「友好交流協力協定」を結んだ

中国雲南省から、今夏、中学生10名が来県し、7月

11日（土）の交流会では雲南省の紹介をしていただ

きました。披露してくれた民族楽器（琴）の演奏、

歌、踊りは、参加者の心にも響くものでした。交流タ

　7月25日(土)、県国際交流員の中国出身の李楠さん

に、中国のクラフト「切り紙」と「彩粽」を紹介していただ

きました。「切り紙」は結婚する前に家族みんなで作る

習慣があるそうです。「彩粽」は旧暦5月5日に食べる

Foreign Exchange Event “Kids in Iwate from Yunnan Province, China”

     On July 25th (Sat.), Ms. Li Nan, who is a 
Coordinator for International Relations in Iwate 
and a native of China, introduced us to two 
Chinese crafts: kirigami (paper cutting) and cai 
zong. Families often make kirigami before a 
wedding ceremony. Cai zong is a traditional craft 

　7月25日（星期六），来自中国的县国际交流员

李楠为大家介绍了中国的手工艺品“剪纸”和“彩

棕”。听说在中国，结婚仪式前有全家人一起剪

“囍”字的习俗。“彩棕”则是依照每年旧历的5

外国人との交流会 「中国雲南省Kids in岩手」

イムには、プーアル茶とお菓子をいただきながら交

流しました。プーアル茶と少数民族で有名な雲南省

の文化の一端に触れられる良い機会となりました。

　国際交流センター展示室には、雲南省の少数民

族の衣装を着た人形や、実物の民族衣装を展示

し、来場者の皆さんに見ていただきました。

外国人との交流会 「中国伝統文化体験」 ～第一弾クラフト作り～

粽（ちまき）の形を模したクラフト。匂いの強い植物を入

れて、虫よけとして部屋の入口に置いたりするそうで

す。参加者の皆さんは一つ一つ丁寧に、楽しく、作品

を完成させていました。

Foreign Exchange Event “Traditional Chinese Cultural Experience” ~craft-making~
that resembles chimaki, rice dumplings steamed 
in bamboo leaves which are eaten on May 5th in 
the lunar calendar. They’re filled with 
strong-smelling leaves and hung in doorways as 
insect-repellents. The attendees had fun delicately 
working on their pieces.

与外国人的交流会「中国传统文化体验」～第一弹　制作手工艺品～
月5日传统食品粽子的形状而制做的手工艺品。听

说在里面填充味道强烈的植物香料，挂在房间入口

处，有驱虫功用。参加者们都非常认真、愉快地完

成了自己的作品。
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英国留学セミナーin仙台

■日時：10月18日（日）　13：00～14：30
■会場：仙台国際センター交流コーナー研修室
■対象：英国留学に関心のある方、漠然と
留学を考えている方、どなたでも参加可能。
■参加料：無料（定員50名）
■参加方法：事前予約が必要。下記ホーム
ページから予約してください。
http://www.educationuk.org/japan/articles
/seminarsendai2015/
■問合せ：ブリティッシュ･カウンシル
TEL：03-3235-8031
Eメール：educationuk@britishcouncil.or.jp

------------------------------------

国際フェアINはなまき2015

海外の文化を見て、体験することができるイ
ベント。
■日時：11月21日（土）　10：00～16：00
■場所：花巻市交流会館（花巻空港旧ターミナル）
■問合せ：（公財）花巻国際交流協会
TEL：0198-26-5833
------------------------------------

外国人との交流会「中国伝統文化体験」
第3弾プーアル茶会

南部鉄器でいれたプーアル茶を飲みながら、
中国のクイズや簡単な中国語を学びましょう。
■日時：11月23日（祝月）　14：00～15：00
■場所：アイーナ5F国際交流センター内会議室501
■定員：20名（要予約）
■申込み・問合せ：岩手県国際交流協会
TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922
Eメール：chatland@iwate-ia.or.jp
------------------------------------

ワン・ワールド・フェスタ in いわて

今年の国際交流イベントは12月6日（日）に開
催決定。詳しい内容は協会のホームページ
やチラシにてお知らせします。お楽しみに！
■問合せ：岩手県国際交流協会
TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922
------------------------------------

募　　集
------------------------------------

トビタテ！留学JAPAN
日本代表プログラム　第4期生募集中

2014年からスタートした官民協働で取り組
む海外留学支援制度。奨学金、渡航費、授
業料などを支援（返済不要）。留学期間は
28日～2年間。目標実現のための「実践活
動」が含まれる留学プランを自ら設計してく
ださい。アカデミックな留学だけでなく、イン
ターンシップやボランティア、フィールドワー
クなど、学校に行かない活動も支援します。
■募集対象：日本国籍を有する、又は日本

への永住が許可されている、国内の学校
（大学・大学院・短大・高等専門学校・専修
学校等）で正規生として在籍する学生
■募集期間：2015年10月30日まで
※在籍大学ごとに提出期限があるので、早
めにご確認ください。
※平成28年4月1日～平成28年10月31日の
間に留学を開始する方を支援します。
■今後の募集予定（第5期）：2016年1月～4月
※第5期は、2016年8月下旬～2017年3月末
の間に留学を開始する方を支援します。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.tobitate.mext.go.jp/index.html
■問合せ：官民協働海外留学支援制度「ト
ビタテ！留学JAPAN～日本代表プログラム
～」に関するご質問等については、大学等
の学生およびその保護者の方は、在籍大
学等へお問い合わせください。
------------------------------------

グローバル教育コンクール

JICAでは、グローバル教育を実践する際に活
用できる作品のコンクールを行っています。
「写真」部門では、世界が抱える様々な問題
について学ぶことができる写真や、日本の
国際協力の現場や開発途上国の現状を知
るきっかけとなる写真に、メッセージを加え
た作品を募集。
「グローバル教育取り組み」部門では、グロ
ー バ ル 教 育 の 授 業 実 践 事 例 、 学 校 ・
NGO/NPO団体・企業・個人によるグローバ
ル教育取り組み事例、及び学生・生徒によ
る国際協力活動事例を募集。
■応募締め切り：10月31日（土）当日消印有効
■応募部門：①「写真」部門　②「グローバ
ル教育取り組み」部門
詳しくは下記にお問い合わせください。
http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/global_
edu/index.html
■主催：独立行政法人国際協力機構（JICA）
■応募先・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2015」
TEL：0120-441-172
Eメール：global-oubo@mri.mediasoken.jp
------------------------------------

日本語パートナーズ

ASEAN諸国の教育機関で日本語を教える
教師やその生徒のパートナーとして、授業
運営に携わり、また派遣先校の生徒や地域

の人たちに日本文化の紹介
を通じた交流活動を行ってく
ださい。日本語を教えた経験
がなくても大丈夫。特技のあ
る方、人生のキャリアを積んだ
方、アジアとの交流に熱意を

持った方、応募を検討してみては？
■今後予定している募集
タイ、ミャンマー、インドネシア（10月頃募集
開始予定）／フィリピン、ベトナム、インドネ
シア、シンガポール（11月頃募集開始予定）
※今後、ASEAN諸国のほかの国々への派
遣も行う予定です。
■問合せ：国際交流基金アジアセンター日
本語事業第2チーム
〒160-0004東京都新宿区四谷4-4-1
TEL：03-5369-6136　FAX：03-5369-6036
Eメール：nihongopartners@jpf.go.jp
http://jfac.jp/partner/index/

マイナンバー制度がスタートします

マイナンバー（社会保障・税番号）は一人に
一つだけの番号で、役所などでの手続きに
必要となる大切なものです。

①10月から皆さんの自宅に市町村からマイ
ナンバーが書かれた「通知カード」が送られ
てきます。

②「通知カード」は捨てたり、破ったりせず、
大切に保管してください。

③「個人番号カード」が申請できます。
「個人番号カード」の申請は、「通知カード」
と一緒に届く申込書に必要事項を記入し返
送してください。

④わからないことは下記、または住んでいる
市町村の役所にお問い合わせください。

■ホームページ：http://www.cas.go.jp/jp/
seisaku/bangoseido/index.html

■コールセンター：0570-20-0291　（英語・
中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）
【2015年10月1日から2016年3月31日まで】
月～金9：30～20：00　土日祝9：30～17：30
------------------------------------

外国語版「交通の教則」
電子書籍版の発売

JAF（日本自動車連盟）では、外国語版「交
通の教則」を発行・販売しています。
製本書籍は、英語・中国語・ポルトガル語・
スペイン語・韓国語版で、定価1,028円（税
込）。JAF支部窓口で購入できます。
電子書籍は、英語・中国語・ポルトガル語・
スペイン語版で、定価864円（税込）。Kindle
ストア、iBooks Store、Kobo、セブンネットショ
ッピング、Yahoo！ブックストア、Reader 
Store、digital e-honなどで購入できます。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.jaf.or.jp/inter/manual/index.ht
m（日本語）
http://www.jaf.or.jp/e/road.htm（英語）
※この書籍は、運転免許センターでの学科
試験のための教材ではありません。外国人
ドライバーに日本の交通ルールを理解して
もらい、交通事故防止に役立てていただく
ためのものです。
■問合せ：JAF（一般社団法人日本自動車
連盟）岩手支部、TEL：019-637-7110
http://www.jaf.or.jp/index.htm（日本語）
http://www.jaf.or.jp/e/index.htm（英語）
------------------------------------

外国人のための無料相談電話
よりそいホットライン（外国人ヘルプライン）

TEL：0120-279-226
（岩手・宮城・福島県から）

0120-279-338（岩手・宮城・福島県以外から）

★外国語による相談は、アナウンスが流れ
たら 「2」 を押してください。

ビザのこと、家族のこと、仕事のこと、暴力を
受けている、自由に外出できない・・　悩んで
いませんか？どんなひとの、どんな悩みにも
よりそって一緒に解決する方法を探します。
毎日10 時～ 22 時まで全国どこからでも、
電話で相談できます。秘密は守ります。通
話料も無料です。日本語の他、英語、韓国・

朝鮮語、中国語、タガログ語、ベトナム語、
ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、タ
イ語で相談できます。（対応言語は時間に
よって変わります。）
■（社団）社会的包摂サポートセンター
http://279338.jp/yorisoi/foreigner/ および
https://www.facebook.com/yorisoi2foreigners
------------------------------------

中学教科単語帳
（日本語⇔ベトナム語）

外国人児童生徒への支援として、中学校で
使う数学・英語・地理・理科の教科書を参考
に使用頻度の高い単語を集め、外国語に
翻訳した単語帳を刊行しました。
書籍代は無料で配布します（300部がなくな
り次第終了します）。
ネットからダウンロードもできます。
http://www.utsunomiya-u.ac.jp/topics/201
5/07/002904.php
多言語対応版は、ベトナム語のほかに、ポ
ルトガル語・スペイン語・フィリピン語・タイ
語・中国語があります。
■問合せ：宇都宮大学国際学部　HANDS
プロジェクト事務局、TEL：028-649-5196
Eメール：funayama@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
------------------------------------

無料日本語学習サイト
「エリンが挑戦！にほんごできます」

「日本語学習」と「文化理解」を組み合わせ
た、無料日本語学習サイト。日本語・英語・
スペイン語・ポルトガル語・中国語・韓国語・
フランス語・インドネシア語に対応。
スキットの主人公、留学生のエリンが体験す
る日本の生活や高校の生活などを題材にし
た、映像、練習問題、クイズ、ゲームなどを
見ながら、よく使われる日本語の表現を勉
強したり、日本文化を知ることができます。
■無料日本語学習サイト
http://www.erin.ne.jp/

青年海外協力協会（JOCA）は、今年8月、
遠野市上郷町に教育交流施設「遠野グロー
バルプラザ」を開設しました。国際社会や日
本の国際協力の現状、世界の様々な暮らし
を体験的に学ぶことができる展示と、小中高
校生を対象としたグローバル人材育成やキ
ャリア教育に繋がる各種セミナーや地域向
けイベントを開催します。

施設見学や各種学習プログラムを受け入れ
ます。詳しくは下記にお問い合わせください。

■開館時間：9：00～16：30（月曜休館）
■場所：旧上郷中学校内（遠野市上郷町板沢）
■問合せ：青年海外協力協会 遠野事務所
TEL：0198-69-3633、Eメール：liaison2@joca.or.jp
URL： http://www.joca.or.jp/activites/
japan/furusato_shinsei/globalplaza.html

---------------------------------------------------------------------------

「遠野グローバルプラザ」が開設しました
---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

イベント
------------------------------------

戦後70年特別企画

アンネ・フランク展「希望の未来」

■期間：10月14日（水）まで　9：00～16：30
■場所：遠野グローバルプラザ（遠野市上
郷町板沢、旧上郷中学校）
■問合せ：青年海外協力協会 遠野事務所
TEL：0198-69-3633
Eメール：liaison2＠joca.or.jp

http://www.joca.or.jp/activites/japan/furu
sato_shinsei/globalplaza.html
------------------------------------

第12回三陸を応援！復興バザー

バザーを通して被災地を応援しよう！
■日時：10月18日（日）10：30～15：30
■場所：アイーナ4階県民プラザ
■問合せ：アイーナ2階管理事務室
TEL：019-606-1717

<<<<<<<<<<同時開催>>>>>>>>>>>>

第2回いわて親子フェスティバルinアイーナ
～親子で楽しめる一日～

「スノードーム作り」や「落ち葉でお絵かき」
などの工作教室の他に、段ボール迷路、ス
タンプラリー、親子でクッキング教室、体を
使ったゲームなど。ミニ機関車も来るよ。
■日時：10月18日（日）10：00～16：00
■場所：アイーナ5階、6階、8階
■問合せ：青少年活動交流センター
TEL：019-606-1763

<<<<<<<<<<同時開催>>>>>>>>>>>>

親子で国際交流

外国語で絵本の読み聞かせ、世界の遊び、
世界の塗り絵、外国語でダンス、ゲームな
ど。参加無料。当日参加可。
■日時：10月18日（日）
10：00～16：00
■場所：アイーナ5F
国際交流センター内
会議室501
■問合せ：
岩手県国際交流協会
TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

<<<<<<<<<<同時開催>>>>>>>>>>>>

着物リメイクファッションショーin復興バザー

被災地支援の着物を洋服にリメイク。
■日時：10月18日（日）11：30～12：30
■会場：アイーナ4階アイーナスタジオ
■問合せ：NPO法人環境パートナーシップ
いわて／環境学習交流センター
TEL：019-606-1752



3

-----------------------------------

アンケートプレゼント
-----------------------------------

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。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、「カンボジアのしお
り（竹製）」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。）

■締切：平成27年12月末日

------------------------------------

イベント
------------------------------------

戦後70年特別企画

アンネ・フランク展「希望の未来」

■期間：10月14日（水）まで　9：00～16：30
■場所：遠野グローバルプラザ（遠野市上
郷町板沢、旧上郷中学校）
■問合せ：青年海外協力協会 遠野事務所
TEL：0198-69-3633
Eメール：liaison2＠joca.or.jp

http://www.joca.or.jp/activites/japan/furu
sato_shinsei/globalplaza.html
------------------------------------

第12回三陸を応援！復興バザー

バザーを通して被災地を応援しよう！
■日時：10月18日（日）10：30～15：30
■場所：アイーナ4階県民プラザ
■問合せ：アイーナ2階管理事務室
TEL：019-606-1717

<<<<<<<<<<同時開催>>>>>>>>>>>>

第2回いわて親子フェスティバルinアイーナ
～親子で楽しめる一日～

「スノードーム作り」や「落ち葉でお絵かき」
などの工作教室の他に、段ボール迷路、ス
タンプラリー、親子でクッキング教室、体を
使ったゲームなど。ミニ機関車も来るよ。
■日時：10月18日（日）10：00～16：00
■場所：アイーナ5階、6階、8階
■問合せ：青少年活動交流センター
TEL：019-606-1763

<<<<<<<<<<同時開催>>>>>>>>>>>>

親子で国際交流

外国語で絵本の読み聞かせ、世界の遊び、
世界の塗り絵、外国語でダンス、ゲームな
ど。参加無料。当日参加可。
■日時：10月18日（日）
10：00～16：00
■場所：アイーナ5F
国際交流センター内
会議室501
■問合せ：
岩手県国際交流協会
TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

<<<<<<<<<<同時開催>>>>>>>>>>>>

着物リメイクファッションショーin復興バザー

被災地支援の着物を洋服にリメイク。
■日時：10月18日（日）11：30～12：30
■会場：アイーナ4階アイーナスタジオ
■問合せ：NPO法人環境パートナーシップ
いわて／環境学習交流センター
TEL：019-606-1752

英国留学セミナーin仙台

■日時：10月18日（日）　13：00～14：30
■会場：仙台国際センター交流コーナー研修室
■対象：英国留学に関心のある方、漠然と
留学を考えている方、どなたでも参加可能。
■参加料：無料（定員50名）
■参加方法：事前予約が必要。下記ホーム
ページから予約してください。
http://www.educationuk.org/japan/articles
/seminarsendai2015/
■問合せ：ブリティッシュ･カウンシル
TEL：03-3235-8031
Eメール：educationuk@britishcouncil.or.jp

------------------------------------

国際フェアINはなまき2015

海外の文化を見て、体験することができるイ
ベント。
■日時：11月21日（土）　10：00～16：00
■場所：花巻市交流会館（花巻空港旧ターミナル）
■問合せ：（公財）花巻国際交流協会
TEL：0198-26-5833
------------------------------------

外国人との交流会「中国伝統文化体験」
第3弾プーアル茶会

南部鉄器でいれたプーアル茶を飲みながら、
中国のクイズや簡単な中国語を学びましょう。
■日時：11月23日（祝月）　14：00～15：00
■場所：アイーナ5F国際交流センター内会議室501
■定員：20名（要予約）
■申込み・問合せ：岩手県国際交流協会
TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922
Eメール：chatland@iwate-ia.or.jp
------------------------------------

協会のフェスタ的なイベント

今年の国際交流イベントは12月6日（日）に
開催決定。詳しくは協会のホームページや
チラシにてお知らせします。お楽しみに！
■問合せ：岩手県国際交流協会
TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922
------------------------------------

募　　集
------------------------------------

トビタテ！留学JAPAN
日本代表プログラム　第4期生募集中

2014年からスタートした官民協働で取り組
む海外留学支援制度。奨学金、渡航費、授
業料などを支援。（返済不要）　留学期間は
28日～2年間。目標実現のための「実践活
動」が含まれる留学プランを自ら設計してく
ださい。アカデミックな留学だけでなく、イン
ターンシップやボランティア、フィールドワー
クなど、学校に行かない活動も支援します。
■募集対象：日本国籍を有する、又は日本
への永住が許可されている、国内の学校

（大学・大学院・短大・高等専門学校・専修
学校等）で正規生として在籍する学生
■募集期間：2015年10月30日まで
※在籍大学ごとに提出期限があるので、早
めにご確認ください。
※平成28年4月1日～平成28年10月31日の
間に留学を開始する方を支援します。
■今後の募集予定（第5期）：2016年1月～4月
※第5期は、2016年8月下旬～2017年3月末
の間に留学を開始する方を支援します。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.tobitate.mext.go.jp/index.html
■問合せ：官民協働海外留学支援制度「ト
ビタテ！留学JAPAN～日本代表プログラム
～」に関するご質問等については、大学等
の学生およびその保護者の方は、在籍大
学等へお問い合わせください。
------------------------------------

グローバル教育コンクール

JICAでは、グローバル教育を実践する際に活
用できる作品のコンクールを行っています。
「写真」部門では、世界が抱える様々な問題
について学ぶことができる写真や、日本の
国際協力の現場や開発途上国の現状を知
るきっかけとなる写真に、メッセージを加え
た作品を募集。
「グローバル教育取り組み」部門では、グロ
ー バ ル 教 育 の 授 業 実 践 事 例 、 学 校 ・
NGO/NPO団体・企業・個人によるグローバ
ル教育取り組み事例、及び学生・生徒によ
る国際協力活動事例を募集。
■応募締め切り：10月31日（土）当日消印有効
■応募部門：①「写真」部門　②「グローバ
ル教育取り組み」部門
詳しくは下記にお問い合わせください。
http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/global_
edu/index.html
■主催：独立行政法人国際協力機構（JICA）
■応募先・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2015」
TEL：0120-441-172
Eメール：global-oubo@mri.mediasoken.jp
------------------------------------

日本語パートナーズ

ASEAN諸国の教育機関で日本語を教える
教師やその生徒のパートナーとして、授業
運営に携わり、また派遣先校の生徒や地域
の人たちに日本文化の紹介を通じた交流活
 動を行ってください。
 日本語を教えた経験がな
 くても大丈夫。特技のある
 方、人生のキャリアを積んだ
 方、アジアとの交流に熱意
 を持った方、応募を検討し
 てみては？
■今後予定している募集
タイ、ミャンマー、インドネシア（10月頃募集
開始予定）／フィリピン、ベトナム、インドネ
シア、シンガポール（11月頃募集開始予定）
※今後、ASEAN諸国のほかの国々への派
遣も行う予定です。
■問合せ：国際交流基金アジアセンター日
本語事業第2チーム
〒160-0004東京都新宿区四谷4-4-1
TEL：03-5369-6136　FAX：03-5369-6036
Eメール：nihongopartners@jpf.go.jp
http://jfac.jp/partner/index/

マイナンバー制度がスタートします

マイナンバー（社会保障・税
番号）は一人に一つだけの番
号で、役所などでの手続きに
必要となる大切なものです。
① 10月から外国人を含むす

べての住民の皆さんの自宅に市町村か
らマイナンバーが書かれた「通知カード」
が送られてきます。

② 「通知カード」は捨てたり、破ったりせ
ず、大切に保管してください。

③ 「個人番号カード」が申請できます。
「個人番号カード」の申請は、「通知カー
ド」と一緒に届く申込書に必要事項を記
入し返送してください。

④ わからないことは下記、または住んでいる
市町村の役所にお問い合わせください。

■ホームページ：http://www.cas.go.jp/jp/
seisaku/bangoseido/index.html
■コールセンター：0570-20-0291　（英語・
中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）
【2015年10月1日から2016年3月31日まで】
月～金9：30～20：00　土日祝9：30～17：30
------------------------------------

中学教科単語帳
（日本語⇔ベトナム語）

外国人児童生徒への支援として、中学校で
使う数学・英語・地理・理科の教科書を参考
に使用頻度の高い単語を集め、外国語に
翻訳した単語帳を刊行しました。
書籍代は無料で配布します（300部がなくな
り次第終了します）。
ネットからダウンロードもできます。
http://www.utsunomiya-u.ac.jp/topics/201
5/07/002904.php
多言語対応版は、ベトナム語のほかに、ポ
ルトガル語・スペイン語・フィリピン語・タイ
語・中国語があります。
■問合せ：宇都宮大学国際学部　HANDS
プロジェクト事務局、TEL：028-649-5196
Eメール：funayama@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
------------------------------------

無料日本語学習サイト
「エリンが挑戦！にほんごできます」

「日本語学習」と「文化理解」を組み合わせ
た、無料日本語学習サイト。日本語・英語・
スペイン語・ポルトガル語・中国語・韓国語・
フランス語・インドネシア語に対応。
スキットの主人公、留学生のエリンが体験す
る日本の生活や高校の生活などを題材にし
た、映像、練習問題、クイズ、ゲームなどを
見ながら、よく使われる日本語の表現を勉
強したり、日本文化を知ることができます。
■無料日本語学習サイト
http://www.erin.ne.jp/
------------------------------------

外国語版「交通の教則」
電子書籍版の発売

JAF（日本自動車連盟）では、外国語版「交
通の教則」を発行・販売しています。
製本書籍は、英語・中国語・ポルトガル語・
スペイン語・韓国語版で、定価1,028円（税
込）。JAF支部窓口で購入できます。
電子書籍は、英語・中国語・ポルトガル語・

スペイン語版で、定価864円（税込）。Kindle
ストア、iBooks Store、Kobo、セブンネットショ
ッピング、Yahoo！ブックストア、Reader 
Store、digital e-honなどで購入できます。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
■http://www.jaf.or.jp/inter/manual/index.
htm（日本語）
■http://www.jaf.or.jp/e/road.htm（英語）
※この書籍は、運転免許センターでの学科
試験のための教材ではありません。外国人
ドライバーに日本の交通ルールを理解して
もらい、交通事故防止に役立てていただく
ためのものです。
■問合せ：JAF（一般社団法人日本自動車
連盟）岩手支部、TEL：019-637-7110
http://www.jaf.or.jp/index.htm（日本語）
http://www.jaf.or.jp/e/index.htm（英語）
------------------------------------

外国人のための無料相談電話
よりそいホットライン（外国人ヘルプライン）

TEL：0120-279-226
（岩手・宮城・福島県から）

0120-279-338（岩手・宮城・福島県以外から）
★外国語による相談は、
　 アナウンスが流れたら「2」を押してください。

ビザのこと、家族のこと、仕事のこと、暴力を
受けている、自由に外出できない・・　悩んで
いませんか？どんなひとの、どんな悩みにも
よりそって一緒に解決する方法を探します。
毎日10 時～ 22 時まで全国どこからでも、
電話で相談できます。秘密は守ります。通
話料も無料です。日本語の他、英語、韓国・
朝鮮語、中国語、タガログ語、ベトナム語、
ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、タ
イ語で相談できます。（対応言語は時間に
よって変わります。）
■（社団）社会的包摂サポートセンター
http://279338.jp/yorisoi/foreigner/ および
https://www.facebook.com/yorisoi2foreigners

第71回国民体育大会
2016希望郷いわて国体　冬季大会

スケート・アイスホッケー
2016年1月27日（水）～31日（日）

スキー　2016年2月20日（土）～23日（火）
水泳競技　2016年9月4日（日）～11日（日）
本大会　2016年10月1日（土）～11日（火）

第16回　全国障害者スポーツ大会
2016希望郷いわて大会

2016年10月22日（土）～24日（月）

チーパ グァス　Chipa guazu
（パラグアイ料理）

8月23日（日）開催の外国人との
交流会「Holaパラグアイ！」で協
力してくれた西田フアナさんが作ってくれた料
理です。とうもろこしの香りが素晴らしい一品で
す。

材料

生のとうもろこし... 300g
チーズ.............. 100g
卵..................... 1個
塩..................... 小さじ半分
サラダ油............ 大さじ１杯

作り方

① とうもろこしは実(粒)を包丁で削り取っ
て、その他の材料とともにフードプロセ
ッサーで混ぜ合わせます。

② １で混ぜた材料を深さのある耐熱皿に
入れ、好みで粉チーズを降りかけて１８
０℃のオーブンで３０～４０分焼きます、
またはフライパンで両面がカリカリにな
るまで焼きます。

③ こんがり焼き色が付いたら出来上がり！

アンケート

(１) 記事は役に立ちましたか？ （その理由も）

　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。

---------------------------------------------------------------------------

生　活　情　報
---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

JICA岩手デスクからのお知らせ
------------------------------------

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

2015年10月3日（土）　10:00～12:00　
（会場：岩手県公会堂1階15号室）

2015年10月7日（水）　18:30～20:30　
（会場：アイーナ5階　501会議室）

（※2015年度秋募集期間：10月1日（木）～
　　11月2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
活かして世界の開発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、お気軽にお越しください。
詳細は随時、JICA東北ホームページ、JICA
東北Facebookページでも更新します。

※事前申し込み・予約不要
※入退場自由、入場無料
※両日とも、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。
※今年度秋募集では、日系人社会でのボラ
ンティアを行う「日系社会青年ボランティア・日
系社会シニアボランティア」の募集もします。
■問合せ：JICA岩手デスク（熊谷）
TEL:019-654-8911　　FAX: 019-654-8922 
Eメール: jicadpd-desk-iwateken@jica.go.jp 
〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通一丁目
7-1 アイーナ5階　公益財団法人岩手県国
際交流協会内



------------------------------------

COOPERATION ON 
THE JIEN GO QUESTIONNAIRE!
------------------------------------
We are working to make a better newsletter, 
so we would appreciate 
your answering this 
questionnaire.
Please fill in your 
① address, ② full name, 
③ telephone number and ④ questionnaire 
answers and send by postcard, fax or e-mail 
to the Iwate International Association.
We will be giving away “Cambodian 
bamboo bookmarks” to lucky winners. 
(Winners will be told on receipt of their prizes.)

Deadline:  Dec. 31, 2015

4

Questionnaire
1. Were the articles of use to you?
　① Very useful ② Somewhat useful
　③ Not really useful   ④ Not useful at all
　Please explain your reasoning if you 
　chose ③ or ④.
2. What did you find interesting about this 
　issue of Jiengo?
3. Please write down any other comments 
　or requests.

------------------------------------

EVENTS
------------------------------------
The End of World War II: 70th Anniversary Event

Anne Frank Display
“Hopes for the Future”

■Dates: Until October 14th (Wednesday)
■Time: 9:00 - 16:30
■Venue: Tono Global Plaza (Itazawa, 
Kamigo-cho, Tono, used to be Kamigo 
Middle School)
■Enquiries: Japan Overseas Cooperative 
Association (JOCA), Tono City Office
TEL: 0198-69-3633, Email: liaison2＠joca.or.jp
URL: http://www.joca.or.jp/activites/japan/
furusato_shinsei/globalplaza.html
------------------------------------

Let’s support Sanriku! 
The 12th Reconstruction Bazaar

A flea market with 
people directly 
affected by the 
disaster and their 
supporters selling 
their products.
■Date/time: October 18th (Sun) 10:30 - 15:30
■Venue: Aiina, 4th floor, Iwate Citizen’s Plaza
■Enquiries: Aiina, 2nd floor, Main Office
TEL: 019-606-1717
<<<<<<running simultaneously>>>>>>

The 2nd Iwate Family Festival at Aiina
~A day of fun with the family~

Make a snow dome or draw a picture with 
leaves. There will also be a cardboard maze, a 
stamp rally, family cooking lessons and 
games to get your body moving! There’s even 
going to be a mini train!
■Date/time: October 18th (Sun) 10:00 - 16:00
■Venue: Aiina, 5th floor, 6th floor and 8th floor
■Enquiries: Youth Activity Center
TEL: 019-606-1763
<<<<<<<<held simultaneously>>>>>>>>

International Exchange
for the Family

Story time with picture 
books, games, coloring 
books and dances from 
all around the world, in 
various different 
languages. Admission is 
free. Feel free to stop by!
■Date/time: October 18th (Sun) 10:00 - 16:00
■Venue: Aiina, 5th floor, International 
Exchange Center, Conference room 501
■Enquiries: Iwate International Association
TEL: 019-654-8900　FAX: 019-654-8922
<<<<<<<<held simultaneously>>>>>>>>

Remade Kimono Fashion Show 
(Reconstruction Bazaar)

Kimonos remade into everyday clothes to 
support the reconstruction.
■Date/time: October 18th (Sun) 11:30 - 12:30
■Venue: Aiina, 4th floor, Studio Aiina
■Enquiries: Iwate NPO Corporate 
Environment Partnership / Environmental 

Studies Center, TEL: 019-606-1752
------------------------------------

International Fair in Hanamaki 2015
An event where you can see and explore the 
different cultures around the world.
■Date/time: November 21 (Sat.) 10:00 – 16:00
■Venue: Hanamaki Exchange Center (the 
former Hanamaki Airport terminal)
■Enquiries: Hanamaki International 
Exchange Association, TEL: 019-26-5833
------------------------------------

Foreign Exchange Event
"Experience Chinese Tradition and Culture" 

Part 3　"Pu-erh Tea Party"
Take a quiz and learn some easy Chinese 
while drinking Pu-erh tea made in a Nanbu 
iron tea kettle.
■Date: November 23rd (public holiday)
■Time: 14:00 - 15:00
■Venue: Aiina, 5th floor, International 
Exchange Center, Conference room 501
■Participants: 20 people (reservation required)
■Applications & Enquiries: Iwate 
International Association
TEL: 019-654-8900　FAX: 019-654-8922
E-mail：chatland@iwate-ia.or.jp
------------------------------------

One World Festa in Iwate
An international exchange event will take 
place on December 6th (Sun). More 
information will be available via flyers and 
online. Look forward to it!
■Enquiries: Iwate International Association
TEL: 019-654-8900　FAX: 019-654-8922
------------------------------------

ACCEPTING APPLICATIONS
------------------------------------

“Tobitate! Exchange Students JAPAN”
Accepting applications 

for the 4th term
“Tobitate! Exchange Students JAPAN” is a 
government program set up in 2014 to 
support Japanese exchange students. It 
provides grants toward scholarships, airfare 
and tuition fees for study trips lasting 28 days 
to 2 years. Participants are expected to 
develop their own plans to fulfill their goals. 
Support isn’t only granted for academic trips, 
but also for various activities including 
internships, volunteers and fieldwork.
■Target participants: Japanese citizens or 
students with permanent residency who are 
currently enrolled as full-time students (at 
university, graduate school, junior college, 
technical college, etc).
■Application deadline: October 30th 2015 
※Schools may impose their own submission 
date, so please check in advance.
※Support will be offered towards exchange 
trips beginning between April 1st 2016 and 
October 21st 2016.
■Subsequent application period (5th term): 
January - April 2016
※Support will be offered towards exchange 
trips beginning between late August 2016 and 
the end of March 2017.
For more information:

http://www.tobitate.mext.go.jp/index.html
■Enquiries: Student or guardians with 
queries regarding the overseas exchange 
government support program Tobitate! 
Exchange Students JAPAN should contact 
their place of education. 
------------------------------------

Global Education Contest
JICA (Japan International Cooperation 
Agency) is running a contest to find materials 
to promote global education. 
The “Photographs” category is for pictures 
that teach us about global problems, Japanese 
international relations, or current 
circumstances in the developing world. 
The “Global Education Initiatives” category 
is for real-life examples of global education 
or international exchange carried out by 
schools, non-profit organizations, businesses 
and students. 
Perhaps a photograph you took, or an 
initiative you started, could inspire the next 
generation of young people!
■Application deadline: October 31st (Sat) 
Applications postmarked with this date are 
accepted.
■Application categories: ① “Photographs” 
② “Global Education Initiatives”
For more information, please use the link or 
contacted details listed below:
http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/global_ed
u/index.html
■Organizer: Japan International Cooperation 
Agency (JICA)
■Applications & Enquiries: Media Research 
Inc., “Global Education Contest 2015”.
TEL: 0120-441-172
Email: global-oubo@mri.mediasoken.jp

The “My Number” Individual Number 
system is about to begin in Japan.
The Individual Numbers 
(12-digit Social Security 
and Tax Number), each one 
unique to its holder, are 
important because they are 
required for procedures at 
municipal offices, etc.
1. From October 2015 on, your municipality 

will mail an envelope to your residence 
(at the address registered therewith), 
which contains a “Notification Card” with 
your Individual Number on it.

2. Keep your Notification Card at hand and 
be careful not to throw it away or tear it.

3. “Individual Number Cards” will be 
available!

To apply for an “Individual Number Card”, 
fill in and send back the application 
provided with the “Notification Card.”

4. If you have any questions, go to the site 
below, or call the number below. You can 
also contact the municipal office of the 
town where you live (your municipality).

■Web site: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
bangoseido/index.html
■Call center: 0570-20-0291 (English / 
Chinese / Korean / Spanish / Portuguese)
[From 1 Oct. 2015 through 31 Mar. 2016]
Monday – Friday 9:30 – 20:00
Weekends/holidays 9:30 – 17:30
------------------------------------

A Dictionary of Words
in the Middle School Curriculum

(Japanese ⇔ Vietnamese)
As an aid for foreign students, Utsunomiya 
University has assembled a list of words 
commonly used in Japanese Junior High 
School subjects like Math, English, 
Geography and Science, and published it in 
several languages. The printed version will 
be given out free (but limited to 300 copies; 

first-come first-serve).
It’s also available to download: http://www.u
tsunomiya-u.ac.jp/topics/2015/07/002904.php
Besides Vietnamese, it’s available in Portu-
guese, Spanish, Filipino, Thai and Chinese.
■Enquiries: Utsunomiya University 
International Education Department   
HANDS Project Office  TEL: 028-649-5196
E-mail:funayama@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
------------------------------------

Free Japanese Language Study Website
“Erin’s Challenge! You can speak Japanese!”
This free website combines language 
education with cultural understanding. It’s 
available in Japanese, English, Spanish, 
Portuguese, Chinese, Korean, French and 
Indonesian. It focuses on the main character, 
an exchange student called Erin, and her 
school and social life. There 
are images, practice quizzes, 
games, and more. By 
watching, you’ll study 
common Japanese phrases 
and learn about local culture.
■Free Japanese language study website
URL: http://www.erin.ne.jp/
------------------------------------

Foreign-Language Versions of 
the “Rules of the Road” 

Now on Sale as E-Books
The Japan Automobile Federation (JAF) 
produces and sells 
foreign-language versions 
of the Rules of the Road.
The printed version is 
available in English, 
Chinese, Portuguese, Spanish and Korean. It 
costs 1,028 yen (including tax), and is 
available from JAF branch offices.
The digital version is available in English, 
Chinese, Portuguese and Spanish. It costs 
864 yen, and is available via the Kindle 
Store, iBooks Store, Kobo, SevenNet 
Shopping, Yahoo Bookstore, Reader Store, 

digital e-hon and more. 
See these links for more information:
<Japanese> http://www.jaf.or.jp/inter/manua
l/index.htm
<English> http://www.jaf.or.jp/e/road.htm
※This document isn’t a textbook for the 
written portion of a driving test. It was 
created to help foreign drivers understand 
the rules of Japanese roads so they can avoid 
traffic accidents.
■Enquiries: JAF (Japan Automobile 
Federation), Iwate branch
TEL: 019-637-7110
http://www.jaf.or.jp/index.htm (Japanese)
http://www.jaf.or.jp/e/index.htm (English)
------------------------------------

Free telephone consultation service 
Yorisoi Hotline (Helpline for Foreigners)

TEL：0120-279-226
（Specialized line for foreigners 

in Iwate, Miyagi, Fukushima
0120-279-338 （Call this number if not in 

Iwate, Miyagi, Fukushima）
★ For service in foreign languages, please 

press 2 after the initial guidance.

Are you having a problem with your visa, 
nationality, family, work, everyday living, 
discrimina-
tion, domestic violence, con-
finement, or human traffick-
ing? Please call us about any 
problem you may have.
Telephone consultation is 
available everyday between 10 am and 10 
pm, and is accessible from anywhere within 
Japan.
Your privacy will be protected. This is a 
toll-free number.
Besides Japanese, the service is also 
available in English, Korean, Chinese, 
Tagalog, Vietnamese, Nepalese, Portuguese, 
Spanish, and Thai. (The available languages 
vary depending on time.)
■General Incorporated Association Social 
Inclusion Support Center, Line 2 Specialized 
line in foreign languages
http://279338.jp/yorisoi/foreigner/ 
https://www.facebook.com/yorisoi2foreigners



71st National Sports Festival
2016 Iwate Land of Hope Sports Festival
Winter Session
   Skating, Ice Hockey: 
          January 27 (Wed) - 31 (Sun), 2016
   Skiing: 
          February 20 (Sat) - 23 (Tue), 2016
   Swimming: 
          September 4 (Sun) - 11 (Sun), 2016
Main Festival: 
          October 1 (Sat) - 11 (Tue), 2016

16th National Sports Festival for 
People with Disabilities

2016 Iwate Land of Hope
Sports Festival for People with Disabilities

October 22 (Sat) to 24 (Mon), 2016
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------------------------------------

EVENTS
------------------------------------
The End of World War II: 70th Anniversary Event
Anne Frank Display (Hopes for the Future)
■Dates: Until October 14th (Wednesday)
■Time: 9:00 - 16:30
■Venue: Tono Global Plaza (Itazawa, 
Kamigo-cho, Tono, used to be Kamigo 
Middle School)
■Enquiries: Japan Overseas Cooperative 
Association (JOCA), Tono City Office
TEL: 0198-69-3633
Email: liaison2＠joca.or.jp
URL: http://www.joca.or.jp/activites/japan/
furusato_shinsei/globalplaza.html
------------------------------------

Let’s support Sanriku! 
The 12th Reconstruction Bazaar

A flea market with 
people directly 
affected by the 
disaster and their 
supporters selling 
their products.
■Date/time: October 18th (Sun) 10:30 - 15:30
■Venue: Aiina, 4th floor, Iwate Citizen’s Plaza
■Enquiries: Aiina, 2nd floor, Main Office
TEL: 019-606-1717
<<<<<<<running simultaneously>>>>>>>

The second Iwate Family Festival at Aiina
~A day of fun with the family~

Make a snow dome or draw a picture with 
leaves. There will also be a cardboard maze, a 
stamp rally, family cooking lessons and 
games to get your body moving! There’s even 
going to be a mini train!
■Date: October 18th (Sun) 10:00 - 16:00
■Venue: Aiina, 5th floor, 6th floor and 8th floor
■Enquiries: Youth Activity Center
TEL: 019-606-1763

<<<<<<<<held simultaneously>>>>>>>>
International Exchange for the Family
Story time with 
picture books, games, 
coloring books and 
dances from all 
around the world, in 
various different 
languages.参加無
料。当日参加可。
■Date/time: October 18th (Sun) 10:00 - 16:00
■Venue: Aiina, 5th floor, International 
Exchange Center, Conference room 501
■Enquiries: Iwate International Association
TEL: 019-654-8900　FAX: 019-654-8922

<<<<<<<<held simultaneously>>>>>>>>
Remade Kimono Fashion Show 

(Reconstruction Bazaar)
Kimonos remade into everyday clothes to 
support the reconstruction.
■Date: October 18th (Sun) 11:30 - 12:30
■Venue: Aiina, 4th floor, Studio Aiina
■Enquiries: Iwate NPO Corporate 
Environment Partnership / Environmental 

Studies Center
TEL: 019-606-1752
------------------------------------

国際フェアINはなまき2015
海外の文化を見て、体験することができるイ
ベント。
■日時：11月21日（土）　10：00～16：00
■場所：花巻市交流会館（花巻空港旧ターミ
ナル）
■問合せ：（公財）花巻国際交流協会
TEL：0198-26-5833
------------------------------------

Foreign Exchange Event
"Experience Chinese Tradition and Culture" 

Part 3　"Pu-erh Tea Party"
Take a quiz and learn some easy Chinese 
while drinking Pu-erh tea made in a Nanbu 
iron tea kettle.
■Date: November 23rd (public holiday)
■Time: 14:00 - 15:00
■Venue: Aiina, 5th floor, International 
Exchange Center, Conference room 501
■Participants: 20 people (reservation 
required)
■Applications & Enquiries: Iwate 
International Association
TEL: 019-654-8900　FAX: 019-654-8922
E-mail：chatland@iwate-ia.or.jp
------------------------------------

One World Festa
国際交流センター・デー（？）

An international exchange event will take 
place on December 6th (Sun). More 
information will be available via flyers and 
online. Look forward to it!
■Enquiries: Iwate International Association
TEL: 019-654-8900　FAX: 019-654-8922
------------------------------------

ACCEPTING APPLICATIONS
------------------------------------

“Tobitate! Exchange Students JAPAN”
Accepting applications for the 4th term
“Tobitate! Exchange Students JAPAN” is a 
government program set up in 2014 to 
support Japanese exchange students. It 
provides grants toward scholarships, airfare 
and tuition fees for study trips lasting 28 days 
to 2 years. Participants are expected to 
develop their own plans to fulfill their goals. 
Support isn’t only granted for academic trips, 
but also for various activities including 
internships, volunteers and fieldwork.
■Target participants: Japanese citizens or 
students with permanent residency who are 
currently enrolled as full-time students (at 
university, graduate school, junior college, 
technical college, etc).
■Application deadline: October 30th 2015 
※Schools may impose their own submission 
date, so please check in advance.
※Support will be offered towards exchange 
trips beginning between April 1st 2016 and 
October 21st 2016.
■Subsequent application period (5th term): 
January - April 2016
※Support will be offered towards exchange 
trips beginning between late August 2016 and 

the end of March 2017.
For more information:
http://www.tobitate.mext.go.jp/index.html
■Enquiries: Student or guardians with 
queries regarding the overseas exchange 
government support program Tobitate! 
Exchange Students JAPAN should contact 
their place of education. 
------------------------------------

Global Education Contest
JICA (Japan International Cooperation 
Agency) is running a contest to find materials 
to promote global education. 
The “Photographs” category is for pictures 
that teach us about global problems, Japanese 
international relations, or current 
circumstances in the developing world. 
The “Global Education Initiatives” category 
is for real-life examples of global education 
or international exchange carried out by 
schools, non-profit organizations, businesses 
and students. 
Perhaps a photograph you took, or an 
initiative you started, could inspire the next 
generation of young people!
■Application deadline: October 31st (Sat) 
Applications postmarked with this date are 
accepted.
■Application categories: ① “Photographs” 
② “Global Education Initiatives”
For more information, please use the link or 
contacted details listed below:
http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/global_ed
u/index.html
■Organizer: Japan International Cooperation 
Agency (JICA)
■Applications & Enquiries: Media Research 
Inc., “Global Education Contest 2015”.
TEL: 0120-441-172
Email: global-oubo@mri.mediasoken.jp

The “My Number” Individual Number 
system is about to begin in Japan

The Individual Numbers (12-digit Social 
Security and Tax Number), 
each one unique to its holder, 
are important because they 
are required for procedures at 
municipal offices, etc.
1. From October 2015 on, 

your municipality will mail an envelope 
to your residence (at the address 
registered therewith), which contains a 
“Notification Card” with your Individual 
Number on it.

2. Keep your Notification Card at hand and 
be careful not to throw it away or tear it.

3. “Individual Number Cards” will be 
available!

To apply for an “Individual Number Card”, 
fill in and send back the application 
provided with the “Notification Card.”

4. If you have any questions, go to the site 
below, or call the number below. You can 
also contact the municipal office of the 
town where you live (your municipality).

■Web site: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
bangoseido/index.html
■Call center: 0570-20-0291 (English / 
Chinese / Korean / Spanish / Portuguese)
[From 1 Oct. 2015 through 31 Mar. 2016]
Monday – Friday 9:30 – 20:00
Weekends/holidays 9:30 – 17:30
------------------------------------

A Dictionary of Words
in the Middle School Curriculum

(Japanese ⇔ Vietnamese)
As an aid for foreign students, Utsunomiya 
University has assembled a list of words 
commonly used in Japanese Junior High 
School subjects like Math, English, 
Geography and Science, and published it in 
several languages. The printed version will 
be given out free (but limited to 300 copies; 
first-come first-serve).

It’s also available to download: http://www.u
tsunomiya-u.ac.jp/topics/2015/07/002904.php
Besides Vietnamese, it’s available in Portu-
guese, Spanish, Filipino, Thai and Chinese.
■Enquiries: Utsunomiya University 
International Education Department   
HANDS Project Office  TEL: 028-649-5196
E-mail:funayama@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
------------------------------------
Free Japanese Language Study Website

“Erin’s Challenge! 
You can speak Japanese!”

This free website combines language 
education with cultural understanding. It’s 
available in Japanese, English, Spanish, 
Portuguese, Chinese, Korean, French and 
Indonesian. It focuses on the main character, 
an exchange student called Erin, and her 
school and social life. There are images, 
practice quizzes, games, and 
more. By watching, you’ll 
study common Japanese 
phrases and learn about local 
culture.
■Free Japanese language study website
URL: http://www.erin.ne.jp/
------------------------------------

Foreign-Language Versions of 
the “Rules of the Road” 

Now on Sale as E-Books
The Japan Automobile Federation (JAF) 
produces and sells 
foreign-language versions of 
the Rules of the Road.
The printed version is avail-
able in English, Chinese, 
Portuguese, Spanish and Korean. It costs 
1,028 yen (including tax), and is available 
from JAF branch offices.
The digital version is available in English, 
Chinese, Portuguese and Spanish. It costs 
864 yen, and is available via the Kindle 
Store, iBooks Store, Kobo, SevenNet 
Shopping, Yahoo Bookstore, Reader Store, 

digital e-hon and more. 
See these links for more information:
<Japanese> http://www.jaf.or.jp/inter/manua
l/index.htm
<English> http://www.jaf.or.jp/e/road.htm
※This document isn’t a textbook for the 
written portion of a driving test. It was 
created to help foreign drivers understand 
the rules of Japanese roads so they can avoid 
traffic accidents.
■Enquiries: JAF (Japan Automobile 
Federation), Iwate branch
TEL: 019-637-7110
http://www.jaf.or.jp/index.htm (Japanese)
http://www.jaf.or.jp/e/index.htm (English)
------------------------------------

Free telephone consultation service 
Yorisoi Hotline

(Helpline for Foreigners)
TEL：0120-279-226
（Specialized line for foreigners 

in Iwate, Miyagi, Fukushima
0120-279-338 （Call this number if not in 

Iwate, Miyagi, Fukushima）
★ For service in foreign languages, please 

press 2 after the initial guidance.

Are you having a problem 
with your visa, nationality, 
family, work, everyday living, 
discrimination, domestic 
violence, confinement, or 
human trafficking? Please call us about any 
problem you may have.
Telephone consultation is available everyday 
between 10 am and 10 pm, and is accessible 
from anywhere within Japan.
Your privacy will be protected. This is a 
toll-free number.
Besides Japanese, the service is also 
available in English, Korean, Chinese, 
Tagalog, Vietnamese, Nepalese, Portuguese, 
Spanish, and Thai. (The available languages 
vary depending on time.)
■General Incorporated Association Social 
Inclusion Support Center, Line 2 Specialized 
line in foreign languages
http://279338.jp/yorisoi/foreigner/ 
https://www.facebook.com/yorisoi2foreigners

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIFESTYLE INFORMATION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baking Fish with Aluminum Foil (ホイル焼き)

Here’s a recipe that uses in-season autumn mushrooms. 
It’s simple to make, and cleaning up is easy too!J

A
P

A

NESE FO
O

D

日
本的食物 Ingredients (4 person serving)

Fillets of fish (salmon, halibut, sea bream, etc.), 
   or scallops, or any other shellfish.......................... 4 pieces
Mushrooms (enoki, shiitake, maitake, etc.)....... Any amount
Spring onions (or leek, onion, etc.).............. A small amount
Butter........................................................................... 2 TBS
Lemon juice (or lime, yuzu, sudachi, etc.)... A small amount
SaltMethod

① Cut 4 pieces of foil, big enough to easily wrap a fish fillet or your choice of seafood.
② Lay the fish pieces in the foil. Season with salt and lemon juice. Add the mushrooms. 

Lay the spring onions (cut into 3cm pieces), the leeks (cut finely) or the onion (cut 
thinly) on top. Lastly, top with butter, 1/2 a tablespoon at a time. Wrap everything 
up in the foil.

③ Put the foil parcels on a baking tray, and bake them in an oven set to 200℃ (400℉) 
until cooked through (roughly 10 minutes).

Reference:  “Japanese Cooking For Everyone”, by Motoko Kuroda, translated by Richard Mong. IBC 
Publishing, 2009, page 214.
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■地点：aiina 4层aiina演播室

■咨询：岩手NPO法人环境合作伙伴／环

境学习交流中心

TEL：019-606-1752

------------------------------------

国际博览会IN花卷2015

可以让您充分领略及体验海外文化的盛会。

■时间：11月21日（星期六）10：00～

16：00

■地点：花卷市交流会馆（花卷机场旧候

机楼）

■咨询：（公财）花卷国际交流协会

TEL：0198-26-5833

------------------------------------

和外国人的交流会「中国传统文化体验」

第3弹 普洱茶会

让我们一边品尝用南部铁壶冲泡的普洱茶

一边做做中国的智力题、学学简单的中

文。

■举办时间：11月23日（假日•星期一）

■时间：14：00～15：00

■地点：aiina 5层 国际交流中心内会议

室501

■预约人数：20人（需要预约）

■报名・咨询：岩手县国际交流协会

TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

电子邮箱：chatland@iwate-ia.or.jp

------------------------------------

同一个世界庆祝日in岩手

今年的国际交流活动预定于 12月6日（星

期日）举办。详细情况我们将在协会的主

页及宣传资料里通知，敬请期待！

■咨询：岩手县国际交流协会

TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

------------------------------------

招　　募
------------------------------------

Tobitate！留学JAPAN

日本代表项目 第四期学生招募中

「Tobitate！留学JAPAN」项目是2014年

启动的官方和民间共同合作推动的海外留

学支援制度。在奖学金、国际交通费、讲

义费等方面给予补助。（不用返还）

留学时间为28天～2年。为了实现目标，

请自己设计一个包括「实践活动」在内的

留学计划。不仅仅是以取得学分为目的学

术性留学，我们也补助参观实习、公益活

动、实地调研等在校外进行的各种活动。

■招募对象：拥有日本国籍或是得到日本

的永驻许可，国内学校（大学・研究生

院・短期大学・高等专科学校・专修学校

等）的正式在校学生。

■招募时间：截至2015年10月30日

※各大院校申请期限有所不同，请做提前

确认。

※我们对平成28年4月1日～平成28年10月

31日之间开始留学的学生给予支持。

■今后的招募计划（第5期）：2016年1月

～4月

※第5期针对2016年8月下旬～2017年3月

末之间开始留学的同学给予支持。

具体情况请浏览以下主页：http://www.

tobitate.mext.go.jp/index.html

■咨询：关于官方与民间共同合作推动海

外留学支持制度「Tobitate！留学JAPAN

～日本代表项目～」的相关问题，请各位

大学生及其监护人向各自所在大学询问。

------------------------------------

全球化教育大赛

JICA目前正在进行实施全球化教育时可灵

活运用的作品大赛。

「摄影作品」部门正在征集附有留言信息

的，可学习到世界上存在的各种各样的、

或是可以了解到日本开展国际合作的现场

及发展中国家的现状的摄影作品。

「全球化教育事业」部门正在征集全球化

教育的实际授课事例、学校・NGO/NPO团

体・企业・个人进行的全球化教育事例、

以及大・中学生们进行的国际合作活动事

例。

您愿意通过自己所创作的摄影作品、所从

事的事业，向担负着未来责任的年轻人们

传达一些有意义的讯息吗。

■作品征集截止：10月31日（星期六）当

日邮戳有效

■征集部门：①「摄影作品」部门

②「全球化教育事业」部门

详细情况请咨询以下单位或浏览网页。

http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/gl

obal_edu/index.html

■主办单位：独立行政法人国际合作机构（JICA）

■报名地址・咨询：（株）媒体综合研究

所内「全球化教育大赛2015」

TEL：0120-441-172

电子邮箱：global-oubo@mri.mediasoken.jp

日本即将实施“个人编
号制度”

个人编号具有唯一性，是在政府机关等处

办理手续时所必需的重要物件。

① 2015年10月起，个人编号将由市町村

以信封的形式寄送至各位的住址（市

町村登记在册的住址）。信封中附有

注明个人编号的“通知卡”。

② 请妥善保管“通知卡”，以免遗失或

破损。

③ 可领取“个人编号卡”！

 请在与“通知卡”一起送达的申请书

上填写必要事项后将其寄回，以便获

取“个人编号卡”。

④ 如有不明事项？请浏览下述主页或拨

打下述电话。也可向居住地（市町

村）政府机关咨询。

■主页：http://www.cas.go.jp/jp/seis

aku/bangoseido/index.html

■呼叫中心：0570-20-0291（英语、中

文、韩语、西班牙语、葡萄牙语）

【2015年10月1日～2016年3月31日】

星期一～星期五9：30～20：00

星期六日、节假日　9：30～17：30

（岁末年初除外）※拨打会产生通话费

------------------------------------

中学教科书单词手册
（日语⇔越南语）

为了帮助外国儿童和学生，我们参考数

学、英语、地理、理科等初中教科书，从

中收集了使用频率较高的单词词汇并翻译

成外语单词手册出版。手册免费发送。

（限发送300本）也可以从网上下载。

http://www.utsunomiya-u.ac.jp/topics

/2015/07/002904.php

多语言对应版除了越南语以外还有葡萄牙

语、西班牙语、菲律宾语、泰语和中文。

■咨询：宇都宫大学国际学部HANDS项目

事务局，TEL：028-649-5196

电子邮箱：funayama@miya.jm.utsunomiy

a-u.ac.jp

------------------------------------

免费日语学习网站
「艾琳在挑战！我能说日语」

这是一家综合了「日语学习」和「文化理

解」的免费日语学习网站。可以对应日

语、英语、西班牙语、葡萄牙语、中文、

韩语、法语、印度尼西亚语

等语言。网站以小品的主人

公、留学生艾琳在日本所体

验的生活和高中学习为题

材，包括了很多的教学影

像、练习题、小问答和游戏等内容。大家

可以边看网页，边学习常用的日语，同时

也可以了解日本的文化。

■免费日语学习网站

URL：http://www.erin.ne.jp/

------------------------------------

外语版「交通规则」
电子书版本开始发售

JAF（日本自动车联盟）开始发行并出售

外语版的「交通规则」了。

纸质书籍有英语、中文、葡萄牙语、西班

牙语、韩语等版本，定价为1028日元（含

税），在JAF支部窗口有售。

电子版书籍也分为英语、中文、葡萄牙

语、西班牙语、韩语版本，定价为864日

元（含税）。电子书籍可在

Kindle商店、iBooks商店、Kobo、

7netshopping、Yahoo！书店、Reader 

Store、digital e-hon等网站购买。

详情请参考以下网址。

------------------------------------

活　　动
------------------------------------

战后70年特别企划

安妮·弗兰克展《希望的未来》

■展览时间：10月14日（星期三）止

■时间：9：00～16：30

■地点：远野环球广场（远野市上乡町板

泽、原上乡初中）

■咨询：青年海外合作协会 远野事务所

TEL：0198-69-3633

电子邮箱：liaison2＠joca.or.jp

主页：http://www.joca.or.jp/activites/

japan/furusato_shinsei/globalplaza.html

------------------------------------

第12届援助三陆！复兴拍卖会

自由市场、及受灾群众及支援受灾群众的

人们组成的商品拍卖会。

■时间：10月18日（星期日）10：30～

15：30

■地点：aiina 4层 县民广场

■咨询：aiina 2层 管理事务室

TEL：019-606-1717

<<<<<<<<<<同时举办>>>>>>>>>>>>

第2届岩手亲子庆祝日in aiina

～父母和孩子的欢乐一日～

活动内容包括一起制作「飘雪水晶球」和

「落叶画」、纸箱

迷宫、印章接力、

亲子厨房以及活动

身体的游戏等等。

小型蒸汽火车也会

到场哦。

■时间：10月18日（星期日）10：00～

16：00

■地点：aiina 5层、6层、8层

■咨询：青少年活动交流中心

TEL：019-606-1763

<<<<<<<<<<同时举办>>>>>>>>>>>>

亲子国际交流

外语给孩子们解读绘本

画册、玩世界各地的游

戏、尝试外国舞蹈和游

戏等等。免费参加，可

直接到场。

■时间：10月18日（星期日）10：00～

16：00

■地点：aiina 5层 国际交流中心内会议

室501

■咨询：（公财）岩手县国际交流协会

TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

<<<<<<<<<<同时举办>>>>>>>>>>>>

和服改造时装秀in复兴拍卖会

将支援灾区的和服改造成洋装。

■时间：10月18日（星期日）11：30～

12：30

<日语主页>http://www.jaf.or.jp/inter

/manual/index.htm

< 英 语 主 页

>http://www.jaf.or.jp/e/roa

d.htm

※本书不可作为驾照中心进行的学科考试

的教材。

本书是为了帮助外国驾驶员理解日本的交

通规则，防止交通事故发生而编著发行

的。

■咨询：JAF（一般社团法人日本自动车

联盟）岩手支部TEL：019-637-7110

http://www.jaf.or.jp/index.htm（日语）

http://www.jaf.or.jp/e/index.htm（英语）

------------------------------------

为外国人服务的免费咨询电话
贴心热线（外国人援助

热线）

TEL：
0120-279-226
（岩手·宫城·福岛3 县专用热线）

0120-279-338（岩手·宫城·福岛3县以外）

★拨打本免费专线，待日语语音指示音说

　明后，请按2。

关于签证和国籍的事，家庭和工作，生活

的事，歧视和暴力，不能自由地外出，家

庭内暴力，人口买卖···没感到为难

吗？无论怎样的事都请来电商量。

每天10 点～ 22 点，无论在日本任何地

方都能用电话咨询。严守秘密。通话费也

免费。

除了日语以外，英语，韩语，中文，菲律

宾语，越南语，尼泊尔语，葡萄牙语，西

班牙语，泰语等也能咨询。（对应语种根
------------------------------------

有　奖　问　卷　调　查
------------------------------------

我们为了制作出更好的刊物，寻求您的合

作。

请您填好 ①住所 ②姓

名 ③电话号码 ④问卷

调查后，以寄送明信片、

发传真、或电子邮件的方式发送给本协会。

我们将以抽签的方式向若干名参与者送出

「柬埔寨的书签（竹制）」。
（中奖者我们将直接寄送小礼品）

截止日期：2015年12月31日
意见反馈

1. 内容是否有帮助？
①非常有帮助　　　②有帮助
③没有什么帮助　　④完全没帮助

　选择③或④的理由？
2.你觉得这期Jiengo内容丰富吗？
　 是否感兴趣？
3.请写下您的宝贵意见。
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TEL：019-606-1752

------------------------------------

国際フェアINはなまき2015

海外の文化を見て、体験することができ

るイベント。

■日時：11月21日（土）　10：00～16：00

■場所：花巻市交流会館（花巻空港旧タ

ーミナル）

■問合せ：（公財）花巻国際交流協会

TEL：0198-26-5833

------------------------------------

和外国人的交流会「中国传统文化体验」

第3弹 普洱茶会

让我们一边品尝用南部铁壶冲泡的普洱茶

一边做做中国的智力题、学学简单的中

文。

■举办时间：11月23日（假日•星期一）

■时间：14：00～15：00

■地点：aiina5层 国际交流中心内会议室501

■预约人数：20人（需要预约）

■报名・咨询：岩手县国际交流协会

TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

电子邮箱：chatland@iwate-ia.or.jp

------------------------------------

ワン・ワールド・フェスタ

国際交流センター・デー（？）

今年的国际交流活动预定于12月6日（星

期日）举办。详细情况我们将在协会的主

页及宣传资料里通知，敬请期待！

■咨询：岩手县国际交流协会

TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

------------------------------------

招　　募
------------------------------------

Tobitate！留学JAPAN

日本代表项目 第四期学生招募中

「Tobitate！留学JAPAN」项目是2014年

启动的官方和民间共同合作推动的海外留

学支援制度。在奖学金、国际交通费、讲

义费等方面给予补助。（不用返还）

留学时间为28天～2年。为了实现目标，

请自己设计一个包括「实践活动」在内的

留学计划。不仅仅是以取得学分为目的学

术性留学，我们也补助参观实习、公益活

动、实地调研等在校外进行的各种活动。

■招募对象：拥有日本国籍或是得到日本

的永驻许可，国内学校（大学・研究生

院・短期大学・高等专科学校・专修学校

等）的正式在校学生。

■招募时间：截至2015年10月30日

※各大院校申请期限有所不同，请做提前

确认。

※我们对平成28年4月1日～平成28年10月

31日之间开始留学的学生给予支持。

■今后的招募计划（第5期）：2016年1月

～4月

※第5期针对2016年8月下旬～2017年3月

末之间开始留学的同学给予支持。

具体情况请浏览以下主页：

http://www.tobitate.mext.go.jp/index

.html

■咨询：关于官方与民间共同合作推动海

外留学支持制度「Tobitate！留学JAPAN

～日本代表项目～」的相关问题，请各位

大学生及其监护人向各自所在大学询问。

------------------------------------

全球化教育大赛

JICA目前正在进行实施全球化教育时可灵

活运用的作品大赛。

「摄影作品」部门正在征集附有留言信息

的，可学习到世界上存在的各种各样的、

或是可以了解到日本开展国际合作的现场

及发展中国家的现状的摄影作品。

「全球化教育事业」部门正在征集全球化

教育的实际授课事例、学校・NGO/NPO团

体・企业・个人进行的全球化教育事例、

以及大・中学生们进行的国际合作活动事

例。

您愿意通过自己所创作的摄影作品、所从

事的事业，向担负着未来责任的年轻人们

传达一些有意义的讯息吗。

■作品征集截止：10月31日（星期六）当

日邮戳有效

■征集部门：①「摄影作品」部门　②

「全球化教育事业」部门

详细情况请咨询以下单位或浏览网页。

http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/gl

obal_edu/index.html

■主办单位：独立行政法人国际合作机构

（JICA）

■报名地址・咨询：（株）媒体综合研究

所内「全球化教育大赛2015」

TEL：0120-441-172

电子邮箱：global-oubo@mri.mediasoken.jp

日本即将实施“个人编号制度”

个人编号具有唯一性，是在

政府机关等处办理手续时所

必需的重要物件。

① 2015年10月起，个人编

号将由市町村以信封的

形式寄送至各位的住址（市町村登记

在册的住址）。信封中附有注明个人

编号的“通知卡”。

② 请妥善保管“通知卡”，以免遗失或

破损。

③ 可领取“个人编号卡”！

 请在与“通知卡”一起送达的申请书

上填写必要事项后将其寄回，以便获

取“个人编号卡”。

④ 如有不明事项？请浏览下述主页或拨

打下述电话。也可向居住地（市町

村）政府机关咨询。

■主页：http://www.cas.go.jp/jp/seis

aku/bangoseido/index.html

■呼叫中心：0570-20-0291（英语、中

文、韩语、西班牙语、葡萄牙语）

【2015年10月1日～2016年3月31日】

星期一～星期五9：30～20：00

星期六日、节假日　9：30～17：30

（岁末年初除外）※拨打会产生通话费

------------------------------------

中学教科书单词手册

（日语⇔越南语）

为了帮助外国儿童和学生，我们参考数

学、英语、地理、理科等初中教科书，从

中收集了使用频率较高的单词词汇并翻译

成外语单词手册出版。手册免费发送。

（限发送300本）也可以从网上下载。

http://www.utsunomiya-u.ac.jp/topics

/2015/07/002904.php

多语言对应版除了越南语以外还有葡萄牙

语、西班牙语、菲律宾语、泰语和中文。

■咨询：宇都宫大学国际学部HANDS项目

事务局，TEL：028-649-5196

电子邮箱：funayama@miya.jm.utsunomiy

a-u.ac.jp

------------------------------------

免费日语学习网站

「艾琳在挑战！我能说日语」

这是一家综合了「日语学习」和「文化理

解」的免费日语学习网站。可以对应日

语、英语、西班牙语、葡萄牙语、中文、

韩语、法语、印度尼西亚语等语言。网站

以小品的主人公、留学生艾琳在日本所体

验的生活和高中学习为题材，包括了很多

的教学影像、练习题、小问答和游戏等内

容。大家可以边看网页，边

学习常用的日语，同时也可

以了解日本的文化。

■免费日语学习网站

URL：http://www.erin.ne.jp/

------------------------------------

外语版「交通规则」

电子书版本开始发售

JAF（日本自动车联盟）开始发行并出售

外语版的「交通规则」了。纸质书籍有英

语、中文、葡萄牙语、西班牙语、韩语等

版本，定价为1028日元（含税），在JAF

支部窗口有售。

电子版书籍也分为英语、

中文、葡萄牙语、西班牙

语、韩语版本，定价为864

日元（含税）。电子书籍可在

Kindle商店、iBooks商店、Kobo、

7netshopping、Yahoo！书店、Reader 

Store、digital e-hon等网站购买。

详情请参考以下网址。

<日语主页>http://www.jaf.or.jp/inter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

生　　活　　资　　讯
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　锡箔烧

在盛产美味蘑菇的秋季，向

大家介绍一款简单易行、饭

后又可轻松打扫的菜品。

材料（4人份）

鱼片（三文鱼、比目鱼、鲷鱼等）或是

扇贝等随意鱼贝类...............4片

蘑菇（金针菇、香菇、灰树花蘑等）   

..............................适量

香葱（或是葱、洋葱等）........少许

奶油.........................2大勺

柠檬汁（或是酸橙、柚子汁、绿柠檬

等）..........................少许

盐

J
A

P
A

NESE FO
O

D

日
本的食物

------------------------------------

活　　动
------------------------------------

战后70年特别企划

安妮·弗兰克展《希望的未来》

■展览时间：10月14日（星期三）止

■时间：9：00～16：30

■地点：远野环球广场（远野市上乡町板

泽、原上乡初中）

■咨询：青年海外合作协会 远野事务所

TEL：0198-69-3633

电子邮箱：liaison2＠joca.or.jp

主页：http://www.joca.or.jp/activites/

japan/furusato_shinsei/globalplaza.html

------------------------------------

第12届援助三陆！复兴拍卖会
自由市场、及受灾群众及支援受灾群众的

人们组成的商品拍卖会。

■时间：10月18日（星期日）10：30～15：30

■地点：aiina 4层县民广场

■咨询：aiina 2层管理事务室

TEL：019-606-1717

<<<<<<<<<<同时举办>>>>>>>>>>>>

第2届岩手亲子庆祝日in aiina

～父母和孩子的欢乐一日～
活动内容包括一起制作「飘雪水晶球」和

「落叶画」、纸箱

迷宫、印章接力、

亲子厨房以及活动

身体的游戏等等。

小型蒸汽火车也会

到场哦。

■时间：10月18日（星期日）10：00～16：00

■地点：aiina 5层、6层、8层

■咨询：青少年活动交流中心

TEL：019-606-1763

<<<<<<<<<<同时举办>>>>>>>>>>>>

亲子国际交流

外语给孩子们解读绘本

画册、玩世界各地的游

戏、尝试外国舞蹈和游

戏等等。参加無料。当

日参加可。

■时间：10月18日（星期日）

10：00～16：00

■地点：aiina 5层国际交流中心内会议室501

■咨询：岩手县国际交流协会

TEL：019-654-8900

FAX：019-654-8922

<<<<<<<<<<同时举办>>>>>>>>>>>>

和服改造时装秀in复兴拍卖会

将支援灾区的和服改造成洋装。

■时间：10月18日（星期日）11：30～12：30

■地点：aiina 4层aiina演播室

■咨询：岩手NPO法人环境合作伙伴／环

境学习交流中心

/manual/index.htm

<英语主页>http://www.jaf.or.jp/e/roa

d.htm

※本书不是驾照中心进行的学科考试的教

材。是为了帮助外国驾驶员理解日本的交

通规则，防止交通事故发生而编著发行

的。

■咨询：JAF（一般社团法人日本自动车

联盟）岩手支部，TEL：019-637-7110

http://www.jaf.or.jp/index.htm（日语）

http://www.jaf.or.jp/e/index.htm（英语）

------------------------------------

为外国人服务的免费咨询电话

贴心热线（外国人援助热线）

TEL：0120-279-226
（岩手·宫城·福岛3 县专用热线）

0120-279-338（岩手·宫城·福岛3县以外）

★拨打本免费专线，待日语语音指示音说

　明后，请按2。

关于签证和国籍的事，家庭和工作，生活

的事，歧视和暴力，不能自由地外出，家

庭内暴力，人口买卖···没感到为难

吗？无论怎样的事都请来电商量。

每天10 点～ 22 点，无论在日本任何地

方都能用电话咨询。严守秘

密。通话费也免费。

除了日语以外，英语，韩

语，中文，菲律宾语，越南

语，尼泊尔语，葡萄牙语，西班牙语，泰

语等也能咨询。（对应语种根据时间分段

变化。）

■一般社团法人社会的包摄支持中心

2号外语专线

http://279338.jp/yorisoi/foreigner/ 

https://www.facebook.com/yorisoi2for

eigners

做法

① 将锡箔纸按照能轻松包住一片鱼（或

是一片贝类）的大小裁好，准备四

份。

② 在裁好的锡箔纸上放上鱼片，轻轻撒

上一层盐、淋上柠檬汁，再在上面放

上蘑菇和少量大葱（切成3厘米左右的

葱段）或是洋葱（切细）或长葱（切

细），最后每一份抹上1/2勺奶油用锡

箔纸包好。

③ 将包好的锡箔放在顶板上，用加热至

200摄氏度（400华氏度）的烤箱烘烤

至熟透。（大约10分钟）。

参考：黑田基子，理查德・蒙翻译《日本的料理Japanese 

Cooking for Everyone》，IBC出版，2009，P214

第71届全国运动会

2016年希望之乡岩手运动会

冬季运动会

　滑冰、冰球

　2016年1月27日（星期三）～31日（星期日）

　滑雪

　2016年2月20日（星期六）～23日（星期二）

　游泳比赛

　2016年9月4日（星期日）～11日（星期日）

正式大会

　2016年10月1日（星期六）～11日（星期二）

第16届 全国残疾人运动会

2016年希望之乡岩手运动会

2016年10月22日（星期六）～24日（星期一）



講師のスコットさんは、福島県国際交流協

会で国際交流員、留学や国際教育の団

体での勤務後、ビクトリア大学やシカゴ大

学の大学院で地域社会をテーマで研究

を実施。来年からは日本における社会者

や音楽をテーマにシカゴ大学で教べんを

とる予定。

講師　スコット・アルガード氏　（カナダ出身）

Mbeju

This is one of the foods that Juana Nishida 
made for us.
[Ingredients] 1 cup of Cassava Yuca or 
Mandioca (a type of potato) flour / 50g of 
Cheese / a pinch of Salt, Cornflour (not 
essential) / 100ml of Milk / (1 Egg)  
(Every household makes this differently, so 
the recipe can be altered to taste.)
[Method] 1) Put all the ingredients in a bowl 
and mix them together by hand.  2) Don’t 
worry about the ingredients mixing together 
completely. Put oil in a frying pan and spread 
out the mixture, pressing down on it and 
cooking it until it’s nicely browned.  3) Flip 
it over and fry the other side the same way 
and you’re done!

　ここ２０年の中で急激に在住外国人数が増加

し、岩手にも様々な国から外国人がやってきて

おり「多文化」が共生する社会になってきていま

す。これからの多文化共生社会を考える上で、

日本における社会史の中から、これからのコミュ

ニティのあり方について考えます。

   Over the last 20 years the number of foreign 
residents in Iwate has sharply increased, 
leading to a society with many different 
cultures. Taking into account Japan’s social 
history, this lecture will consider how such a 
community can work from here on.

　最近20年，外国人居民数量猛增，岩手县也

迎来了来自各个国家的外国居民们，一个「多

文化」并存的社会形态正在形成。考虑到今后

在这样一个多文化共生社会，根据日本的社会

历史，思考今后相互沟通的方式和方法。

Foreign Exchange Event 

“Hola Paraguay!”
   On August 23rd (Sun.), Hiroaki Kudo and 
Juana Nishida taught us about the food, 
dancing, tourism and language of their native 
country, Paraguay. They occasionally slipped 
into Spanish, giving the room an international 
feel. While drinking Tereré (a cold blend of 
mate teas), Mrs. Nishida shared with us two 
types of homemade food. It was like we were 
in a miniature Paraguay!

外国人との交流会

 「Holaパラグアイ！」

　8月23日（日）の交流会は、パラグアイ出身の工

藤裕章さんと西田フアナさんに、母国の食べ物、

祭り、観光地、言葉などを教えていただきました。

途中お二人の母国語スペイン語が時々聞こえて

きて、会場は異国情緒満載でした。　テレレ（マ

テ茶の冷たい飲み方）を飲みながら西田フアナさ

んのおいしい手

作り料理2種類の

試食は、まるでミ

ニパラグアイにい

るようでした！

与外国人的交流会

「你好巴拉圭！」

　在8月23日（星期天）举办的交流会上，来

自巴拉圭的工藤裕章和西田huana为大家介绍

了自己国家的食物、祭典、观光地和语言等内

容。时不时我们会听到两人用母语西班牙语进

行交流，现场充满了异国情调。一边享用

Terere（用凉水冲泡的马黛茶）一边品尝西田

huana做的2种美

味菜肴，仿佛置

身于迷你巴拉

圭！

Mbeju（bejyu） 

下面介绍一下西田huana

做的菜肴。

[材料]　木薯・jyuka ※mandioka（土豆的一

种）粉1杯／奶酪50克／盐少许／玉米粉（也可

以不用）／牛奶100cc／（鸡蛋1个）

（每个家庭的做法都有一些不同，适当就可）

[烹调方法]　1)把所有材料放到一个盆里用手

揉开。2)虽然是干散的、不成团的东西，将它

在加了热油的平底锅里摊开，边按压边烧至焦

黄色。3)翻到另一面，接着烧至焦黄色即可。

ベジュ

　西田フアナさんが作ってくれた料理をご紹介し

ます。

[材料]　キャッサバ・ジュカ　※マンディオカ（じゃ

がいもの種類）の粉1カップ／チーズ50g／塩少々

／トウモロコシの粉（なくてもOK)／牛乳100cc／

（卵1個）

（家々で多少違うので、適当な感じです。）

[作り方]　１)全ての材料をボールに入れて手でか

き混ぜます。２)混ぜてもボソボソな感じで、まとま

りませんが、それを油をひいて熱したフライパンに

広げて、押し付けてこんがり色になるまで焼きま

す。 ３)ひっくり返して裏側もこんがり焼けたら出来

上がりです！

Upcoming Lecture講演会のお知らせ
关于演讲会的通知

多文化共生のまちづくり

新しいコミュニティを考える
～声を聞かせて：社会、ヒストリー、唄～

Fostering Multicultural Communities
Rethinking ‘Community’

~Hearing Voices: Society, History, Songc~

多文化共生的城市建设

考虑新的地方自治团体
　～让我们听到声音：社会、历史、歌曲～

The lecturer, Mr. Aalgaard, worked for the Fukushima 
International Association as a Coordinator for 
International Relations, in the Overseas Study and 
International Education departments. From there he 
conducted postgraduate research on regional community 
at the University of Victoria and the University of 
Chicago. From next year he will teach the subjects of 
Japanese society and music at the University of Chicago.

2015年10月13日（星期二）

18时30分～20时

aiina5层

国际交流中心内

会议室501（免费入场）

October 13th, 2015 (Tue.) 
18:30 - 20:00  (Free Entry)

Aiina 5th floor, 
International Exchange Center, 
Conference room 501

平成27年10月13日（火）

18：30～20：00

アイーナ5階

国際交流センター内

会議室501（入場無料）

■　講演会の参加申込みはこちらまで / Application / 申请　■

（公財）岩手県国際交流協会 / Iwate International Association / (公财)岩手县国际交流协会
TEL：019-654-8900　FAX： 019-654-8922　E-mail：iwateint@iwate-ia.or.jp

Lecturer   Scott W. Aalgaard  (Canada) 讲师　斯科特・阿尔卡特先生（来自加拿大）

日時

場所

时间

地点

Date

Venue

作为讲师的斯科特先生曾在福岛县国际交流协会作为国

际交流员、留学及国际交流团体工作过，之后在维多利

亚大学和芝加哥大学的研究生院从事地域社会研究。他

计划从明年开始以日本的社会学者及音乐为主题在芝加

哥大学开始任教。


