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今回のテーマは「あなたの国の　子供の名前の付け方　を教えて！？」
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いわて国際交流いわて国際交流
～世界はともだち～

Starting this year, the International Association has started a new language 
café. On the first Saturday of every month, we’ll speak in and study a 
foreign language. There will be monthly rotations between Spanish, 
English, and Chinese. June 3rd will be Chinese, and July 1st will be 
Spanish. Contact the association if you’re interested in participating!

Contact: The Iwate International Association (Organizer: Sun)
TEL:　019-654-8900　　　FAX: 019-654-8922
Email:  chatland@iwate-ia.or.jp
Homepage URL: http://iwate-ia.or.jp

本协会从今年新开设了外语沙龙。每个月的第一个
周六举行，在轻松愉快的氛围中，大家可以尝试用
外语交流学习，了解异国文化。从4月开始，西班牙
语，英语和汉语依次轮换。6月3日为中文沙龙，7月
1日为西班牙语沙龙。如果您有兴趣参加，请发邮件
或是电话咨询本协会。

联系方式：岩手县国际交流协会（负责人：孙）
电话:　019-654-8900　　　传真: 019-654-8922
电子邮件:  chatland@iwate-ia.or.jp
主页: http://iwate-ia.or.jp

New Language Event Program!
 Want to speak another language?

新设外语沙龙！尝试接
触不同的外语怎么样？

今年度から新しく語学サロンが始まりました。毎月第１土曜日に
開催し、外国語で話したり、外国語を勉強したりします。各月交
代でスペイン語、英語、中国語の中から１言語を取り上げていま
す。6月3日は中国語、7月1日はスペイン語です。興味のある方、
参加したい方はぜひ協会までお問い合わせください！

問い合わせ先：（公財）岩手県国際交流協会　（担当：
すん

孫）
TEL:　019-654-8900　　　FAX: 019-654-8922
Email:  chatland@iwate-ia.or.jp
URL: http://iwate-ia.or.jp

新設、語学サロン！　
外国語に触れてみませんか？

岩手の夏の風物詩「盛岡さんさ踊り」。昨年に引き続き、今年も参加いたします。
今後詳細をホームページや掲示でお知らせしますので、ぜひチェックしてみてください。皆様のご参加をお待ちしています。

今年も参加します！盛岡さんさ踊り
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We’re joining Morioka Sansa 
Odori again this year!
Morioka Sansa Odori, Iwate’s summer tradition. Last year, we joined in 
on the fun, and we’re happy to announce that we’ll be participating 
again this year, too! We’ll post more information on our homepage and 
on the notice boards, so be sure to check for any updates. We hope 
you’ll join us!

今年也请一起参加盛冈三飒舞！
岩手夏天的风情诗「盛冈三飒舞」！今年也请与我
们一起参加！
相关的详细信息日后会以宣传海报的方式公布，及
在本协会的官方网站上发布，敬请大家关注查看。
期待大家的积极参与。

インド　ビーニッシュさん：　
ちいき

地域や
しゅうきょう

宗教 によって
こと

異なりますが、イスラ

ム教の私たちの
ばあい

場合はコーランから名前をとり、その名前はその人と

なりを決める意味をもっています。私の名前は「
みとお

見通し」という意味で、
　みらい

未来をよく見通せるようにと
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願ってのことです。その他、ヒンドゥー教の
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きのいい名前を付ける人もいます。

ネパール　スダさん：　以前は神様から名前をとっていましたが、
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資質を
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けいようし

形容詞をもとに付けるのがトレンド

です。誕生日と生まれた
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時間に合う
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星座によって名前を決める

人もいます。
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花の名をつけたり
りょうしん

両親の名前を
もと

基にしてつけること

もあります。スダ（Sudha）はネクター（
びしゅ

美酒）を意味します。
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違います

が、
きほん

基本は
しあわ

幸 せな
じんせい

人生を
ねが

願って付けられ、ほとんどの名前には

  

い み

意味があります。よく使われる
ほうほう

方法は
たんじょうび

誕生日を
もち

用いたタイの
ほしうらな

星占
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方位についた名前によって決

められる
ぞくせい

属性があり、その人の人生に
えいきょう

影響すると
かんが

考 えられていま

す。また、名前の
ほか

他にニックネームも付けます。多くのニックネー

ムが
いちおんせつ

一音節です。

かんこく

韓国　ヨンギョンさん：韓国では名前はその人の人生を
  き

決めると
かんが

考 え

られています。韓国でも
  よ

良い意味の
かんじ

漢字を使って名前をつけます。
きょうだい

兄弟には
おな

同じ
  も  じ

文字を使う
こと

事が多いです。今は漢字だけじゃなく
じゅんすい

純粋
なハングルの名前も多いです。

フィリピン　セシリアさん：400
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年間スペインの
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う
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聖書から名前をとることが多いです。
ちちおや

父親の名前

にJr.を付けて
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息子の名前とすることもありますよ。
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最近ではエキゾチックな名前を使ったり、
ゆうめいじん

有名人やコミックのキャラクターの名前を使う人も多いです。
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大事にしたりと違いがわかります。日本もそうですが、
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多様化してきている国もあります。しかし、子供にすてきな名前を付けたいという
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思いはみんな
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同じなのでしょうね。
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  た みん ぞく  こっ  か

多民族国家なので）さまざまな付

け方があって、
　き　ほん　てき

基本的 には
じゆう

自由です。
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親戚の名前を付けることもありますよ。ミドルネームに
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旧姓を
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ひと

人もいます。

一般相談の窓口
□　受付時間　：　毎日 9:00～20:00
□　対応言語　：　日本語、英語、中国語
※時間帯によっては対応できない言語もあります。

General Support
□　When: 9:00 am – 8:00 pm every day
□　Languages: Japanese, English, Chinese
※English and Chinese speakers might be absent at 
certain times.

一般咨询窗口
□ 受理时间　：9：00～20：00
□ 对应语言　：日语、英语、中文每日都可接待。
※　据时间段的不同，也有不能对应的语种。

              外国人相談員による相談
         □中国語: 火曜日～土曜日 12：30～18：30
    □韓国語:　水曜日　15：00～17：00
□英語：木曜日　15：00～17：00

Consultation in Foreign Languages
Languages Supported by Foreign Consultation 
Support Staff
□　Chinese: Tuesday - Friday　0:30 pm - 6:30 pm
□　Korean: Wednesday　3:00 pm - 5:00 pm
□　English: Thursday　3:00 pm - 5:00 pm

外国人问题咨询员接待时间
□　中国語　：　周二～周五　12：30～18：30
□　韩国语　：　周三　15：00～17：00
□　英语　：　周四　15：00～17：00

行政書士による相談
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　
問合せ先：（公財）岩手県国際交流協会　
019-654-8900

Consultation with a Legal Administration Expert
Date＆Time: Every third Wednesday, 3:00pm-6:00pm
Place: International Exchange Center (5th floor, 
Aiina)
Reservations: Iwate International Association
※Prior booking is essential　⇒　Tel: 019-654-8900

专家对应咨询日
召开日 ：每月第三个周三　15:00～18:00
地 点　：国际交流中心（アイーナ5层）
联系方式 ：公益财团法人 岩手县国际交流协会
请事先预约　⇒　TEL ：019-654-8900

外国人のための相談窓口 / Consultation for Foreigners / 外国人问题咨询

トビタテ！地域人材コース　学生選考を実施しました。
平成29年度の取組として、文部科学省「トビタテ！留学JAPAN日本代表
プログラム地域人材コース」を活用し、県内の日本人学生（大学、高専）
の海外留学を支援します。
8名の学生から申請があり、５月15日～18日に第一次審査（書面）を、５月
25日に第二次審査（面接、グループディスカッション）を実施しました。
採用決定は、6月中旬を予定しています。

いわてグローカル人材育成協議会からのお知らせ

岩手県国際交流協会では、趣旨に賛同し、事業を支えてくださる賛助会員を募
集しています。会費は県内の国際交流多文化共生の公営目的事業に役立てら
れます。様々な会員特典があります。
■キャンペーン期間である6月末までに入会された方にフェアトレードのジュート
バッグを進呈します。
■年会費    個人会員：3,000円  学生会員：1,000円  団体会員：10,000円
■入会方法：　入会申込書に必要事項を記入し協会までご提出ください。

賛助会員　新規集会キャンペーン

協会からのお知らせ
Announcements from the Association



2013年に岩手県と友好交流協定を結んだ雲南省
の中学生たちとの交流。
：いわて県民情報交流センター　アイーナ6階　
団体活動室１
：7月22日（土）*時間等詳細は後日決定。ホームペ
ージ等をご確認ください。
：019-629-5762（岩手県政策地域部国際室　国際
交流担当）

：主催/Organizer/主办人 ：場所/Where/地点 ：:日時/When/日期 ：申し込み/Apply/日期 ：参加費/Fee/申请

：電話/Tel/电话 ：メール/E-mail/电子邮件：Fax/传真 ：ホームページ/Homepage/ 主页

イベント
台湾ドラマ〝我的老師叫小賀〟の岩手ロケ篇
を楽しむ会

二胡サロンで二胡の音色に親しもう！

講演会「私のウナギ研究　-にょろり旅が教
えてくれたこと-」

インフォメーション

岩手を舞台にしたドラマが台湾で放送されました。焙
煎工房しゃおしゃん店主であり通訳案内士の前田千
香子さんが内容を通訳し、中国語をわからない方もド
ラマを楽しんで頂けるような内容となっています。
： NPO法人善隣館
： NPO法人善隣館　盛岡市大沢川原3-2-37
：６月１日(木)・15日(木)・29日(木)
  午後コース14：30-16：00　夜コース18：30-20：00
：１回1,080円 
： 019-654-1988　 
： class@zenrinkan.com

二胡奏者陳為先生と生徒も出席し二胡をご紹介します。
全く初めての方でも気軽に楽しめます。
： NPO法人善隣館
： NPO法人善隣館　盛岡市大沢川原3-2-37
：６月１日(木)・７月６日(木)・８月３日（木）
　13：30-14：30　
： 1回500円
： 019-654-1988　
： class@zenrinkan.com

世界的なウナギ研究者の青山潤先生。アジア、アフリ
カなど世界中のウナギを追った「にょろり旅」につい
てお話をうかがいます。
： 岩手県青年海外協力協会 　
   共催：JICAボランティアを支援するいわての会
： 盛岡市みたけ3丁目38-20　
   岩手県青少年会館　大会議室
： 6月3日（土）13:30-14:30
： 無料（事前申込不要）
： 090-5843-1177　facebook：＠jocviwate

： いわて県民情報交流センター　アイーナ
： いわて県民情報交流センター　
    アイーナ4階県民プラザ
： 6月10日（土）10:30-15:30
： 019-606-1717

復興バザー

西部公民館　国際理解講座　モンゴル
編～滝沢モンゴル村を訪ねて～

中尊寺レクイエムコンサート

： 平泉・一関国際音楽祭実行委員会
： 中尊寺　白山神社能舞台
： 7月5日（水）13時開場　14時開会セレモニー
： 3,000円（当日券：3,500円）
： 0191-23-0066 (一関観光協会)

災害時の外国人支援に必要な基礎的な知識を
学びます。
：岩手県国際交流協会
：いわて県民情報交流センター　アイーナ6階　
団体活動室２・３
：7月30日（日）10:00-15:00
テーマ・講師　
①10:00-12:00 「災害時の対応を考える」 
　越野修三氏
②13:00-15:00 「災害コミュニケーションを学ぶ」
　松岡洋子氏
：　無料
： 所定の申込用紙のご提出をお願いします。
（詳しくはホームぺージをご覧いただくか、お問
合せください。）
※日常会話程度以上の外国語（外国語が母語の
方は日本語）を話す方で、「基礎研修」に加え、「ブ
ラッシュアップ研修」（9月実施予定）、「実践訓練」
（12月実施予定）に参加した方は、「いわて災害時
多言語サポーター」に認定します。
：019-654-8900　（担当：大山）

NPOぜんりんかんフェスティバル

ユニセフ講座「ルワンダから学ぶ　
大切なもの~命・平和・教育~」

いわて災害時多言語サポーター「基
礎研修」

金ヶ崎 DE Music ＆ Dance フェスタ

モンゴル国の文化に触れよう
： 盛岡市西部公民館　
： 滝沢モンゴル村　滝沢市鵜飼字安達114－3
： 6月21日（水）9:00-15:30（9時公民館集合）
： 受講料：500円、経費（弁当等）1,250円
： 6月9日（金）11時から電話で先着順に受付。
： 019-643-2288

アメリカ、イギリス、韓国、中国などの講師による、
手作り感満載のイベントです！
毎年好評の世界のランチやお菓子販売の他にも
さまざまなイベントも企画しています。
： NPO法人善隣館
： NPO法人善隣館　盛岡市大沢川原3-2-37
： ７月７日（金）13：00-20：00　
   ８日（土）10：00-16：00
： 無料
： 019-654-1988　　
： class@zenrinkan.com

世界の音楽とダンスを楽しもう。
： 金ヶ崎国際交流協会
： 金ヶ崎町南方地区生涯教育センター　体育館
： 6月4日（日）14:00-16:30　定員：70名
： 500円　＊要室内履き
： 　＆　 019-744-2099
： http://kifa.cocolog-nifty.com

NPO法人「ルワンダの教育を考える会」理事長　
永遠瑠・マリールイズさんの講演と交流
： 岩手県ユニセフ協会
： いわて県民情報交流センター　アイーナ　6階
   団体活動室1
： 7月29日(土) 10:30-13:00
： 無料
： メール・電話  先着50名
： 019-687-4460
： sn.iunicef_iwate@todock.jp

インディアナ　～アメリカの十字路～
アメリカインディアナ州出身のエボニーさんが様々
な行事、音楽、歴史等の文化を紹介します。
：岩手県国際交流協会
：いわて県民情報交流センター　アイーナ5階 国際
交流センター
：6月17日（土）14:00-15:30
：無料　＊定員30名（要予約）
：019-654-8900             ：chatland@iwate-ia.or.jp

中国雲南省Kids in いわて 2017

Event
活动

Taiwanese Drama “Wo De Lao Shi Jiao Xiao 
He”(My Teacher is Xiao-He)
A Taiwanese drama that was filmed in Iwate was 
aired in Taiwan. Chikako Maeda, a licensed guide 
and owner of Xiaoxiang’s Tea Shop, will interpret so 
everyone can enjoy it even if they don’t know 
Chinese.
： Zenrinkan
： Zenrinkan　 3-2-37 Osakawara Morioka-shi
： June 1 (Thurs.), 15 (Thurs.), 29 (Thurs.)
Afternoon Course 14:30-16:00 　
Night Course 18:30-20:00
1 time 1,080 yen
: 019-654-1988　  　: class@zenrinkan.com

以岩手为舞台的电视剧在台湾热播。由小翔
烘培工坊的店主，同时兼任涉外导游的前田
千香子担任翻译，不懂中文的人士也可轻松
地观赏电视剧。
：NPO法人善邻馆  
：NPO法人善邻馆 盛冈市大沢川原3-2-37
：６月１日(周四)・15日(周四)・29日(周四)
    下午时段：14：30-16：00　
    晚间时段：18:30-20:00
：１次1,080日元
  019-654-1988　　
  class@zenrinkan.com

台湾电视剧〝我的老师叫小贺〟
―岩手篇欣赏会

Erhu performer and teacher Wei Chen and his students will 
introduce the erhu, a traditional Chinese bowed string 
instrument. It’s a fun event for complete beginners, too!
：Zenrinkan   3-2-37 Osakawara Morioka-shi
：June 1 (Thurs.), July 6 (Thurs.), August 3 (Thurs). 
13:30-14:30
: 1 time 500 yen
: 019-654-1988　　        :  class@zenrinkan.com

Let’s learn about Erhu!

My Eel Research – What my eel-searching 
travels have taught me
We’ll hear from global eel researcher Jun Aoyama, 
who’s traveled around the world through Asia and 
Africa chasing after eels on his “slippery travels”.  
:  Iwate Overseas Cooperative Association  
 Co-sponsor: Iwate JICA Volunteers Supports  
Association
:  38-20 Mitake 3-chome Morioka-shi   Iwate 
Seishonenkaikan Conference Room
:  June 3 (Sat.) 13:30-14:30
:  Free (no prior reservation needed)
:  090-5843-1177　facebook：＠jocviwate

Kanegasaki DE Music & Dance Festa
Listen to and dance to music around the world. 
:  Kanegasaki International Association
:  Kanegasaki Center for Lifelong Integrated Educa-
tion Center Gym
:  June 4 (Sun.) 14:00-16:30   Capacity: 70 people
:  500 yen *indoor shoes required 
      ＆      : 0197-44-2099       
:  http://kifa.cocolog-nifty.com

Reconstruction Bazaar
:  Iwate Prefecture Citizen’s Cultural Exchange Center 
   Aiina
:  Aiina 4th floor Citizen’s Plaza
:  June 10 (Sat.) 10:30-15:30
: 019-606-1717

Indiana –America’s Crossroads-
Ebony from Indiana, USA will talk about American 
culture, like events, music, and music.
:  Iwate International Association
:  Iwate Prefecture Citizen’s Cultural Exchange Center
   Aiina 5th floor International Exchange Center
:  June 17 (Sat.) 14:00-15:30
:  Free *Max 30 people (reservation required)
:  019-654-8900          ：chatland@iwate-ia.or.jp

Learn about Mongolia!
:  Morioka Seibu Community Center
:  Takizawa Mongolia Town 114-3 Ukai Adachi
  Takizawa-shi
:  June 21 (Wed.) 9:00-15:30 (meet at the community 
center at 9)
:  Participation fee: 500 yen, Additional fees (Lunch, etc.) 
1,250 yen
:  Phone reservations start at 11 on June 9 (Fri.) on a first 
come first served basis.
： 019-643-2288

:  Hiraizumi ‒ Ichionseki International Music Festival 
Planning Committee
:  Chusonji  Hakusan Shrine Noh Stage
:  July 5 (Wed.) 13:00 Open doors 14:00 Opening 
ceremony
:  3,000 yen (Tickets at the door: 3,500 yen)
:  0191-23-0066 (Ichinoseki Tourist Association)

Chusonji Requiem Concert

Handmade events by instructors from the US, UK, 
South Korea, and China!Along with the popular 
lunches and candies from all over the world, many 
other fun activities will be held.
:  Zenrinkan
:  Zenrinkan   3-2-37 Osawakawara Morioka-shi
:  July 7 (Fri.) 13:00-20:00, 8 (Sat.) 10:00-16:00
:  Free
:  019-654-1988　　       :  class@zenrinkan.com

Zenrinkan Festival

Meet visiting middle school students from Yunnan 
Province, which Iwate established a friendship relation-
ship with in 2013.
:  Iwate Prefecture Citizen’s Cultural Exchange Center 
Aiina 6th floor Multipurpose Room 1
:  July 22 (Sat.) * The time will be decided in the future. 
Check the website for updates.
: 019-629-5762 (Iwate Prefectural Government, 
Department of Policy and Regional Affairs, Office of 
International Affairs)

Yunnan Kids in Iwate 2017

Listen to a lecture from and discuss with the president 
of the non-profit organization Think About Education in 
RWANDA, Marie Louise Towari.
:  Iwate Prefecture Citizen’s Cultural Exchange Center 
Aiina 6th floor Multipurpose Room 1
:  July 29 (Sat.) 10:30-13:00
:  Free
:  E-mail or phone  First 50 people
： 019-687-4460　　　: sn.iunicef_iwate@todock.jp

UNICEF Lecture – Learn About Important Things 
From Rwanda – Life, Peace, Education

Learn about basic information needed to support 
foreigners during times of disaster.
:  Iwate International Association
:  Iwate Prefecture Citizen’s Cultural Exchange Center 
Aiina 6th floor Multipurpose Room 2 and 3
:  July 30 (Sun.) 10:00-15:00
Theme and Lecturer: 
10:00-12:00 Disasters - Shuzo Koshino                    
13:00-15:00 Supporting foreigners during disasters ‒ 
Yoko Matsuoka 
:  Free
:  Submit the event’s application sheet.
(For more information, visit the homepage or contact 
the association.)
*Participants who speak above conversational level in a foreign 
language (Japanese for those whose native language is a foreign 
language) will be acknowledged as Iwate Multilingual Disaster 
Supporters after attending the fundamental training, brush-up 
training (September*), and the hands-on training (December*).
*Tentative
: 019-654-8900 (Organizer: Oyama)

Iwate Multilingual Disaster Supporters - 
Fundamental training

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

二胡演奏家陈为先生与他的学生将一同为您
介绍二胡。初次接触二胡的人士也可轻松欣
赏美妙的音乐。
：NPO法人善邻馆  
：NPO法人善邻馆　盛冈市大沢川原
3-2-37
：６月１日(周四)・７月６日(周四)・８月
３日（周四）　13:30-14:30　
：一次500日元
: 019-654-1988   　: class@zenrinkan.com

二胡沙龙！一起来聆听二胡美妙
的音色吧！

世界著名的鳗鱼研究者青山润老师为您讲述
探寻亚洲，非洲等地鳗鱼的旅程。
：岩手县青年海外合作协会 　共同主办方
：JICA自愿者支援岩手分会
：盛冈市みたけ3丁目38-20　岩手县青少年
会馆　大会议室
：6月3日（周六）13:30-14:30
：免费（无需预约）
：090-5843-1177　facebook：＠jocviwate

演讲会 「我的鳗鱼研究-讲述探寻
鳗鱼之旅」

金ケ崎DE Music ＆ Dance 庆典
一起来欣赏世界各地的音乐和舞蹈吧！
：金ケ崎国际交流协会
：金ケ崎町南方地区生涯教育中心　体育馆
：6月4日（周日）14:00-16:30　
　定员：70名
：500日元　＊需自带室内穿的鞋  
：　　＆　　：0197-44-2099
 :　http://kifa.cocolog-nifty.com

来自美国印第安纳州里士满的艾博尼女士将
为您介绍当地的各种庆祝活动，爵士音乐及
历史等文化。
：岩手县国际交流协会
：岩手县民信息交流中心  aiina  5楼 国际交
流中心
：6月17日 （周六）14:00-15:30
：免费  定员:30名
：019-654-8900
：chatland@iwate-ia.or.jp

印第安纳—美国的十字路口

复兴义卖会
：岩手县民信息交流中心　aiina 
：岩手县民信息交流中心  aiina 4楼 县民广
场（プラザ）
：6月10日（周六）10:30-15:30　
：019-606-1717

  一起来了解蒙古的传统文化吧
：盛冈市西部公民馆
：滝沢モンゴル村 滝沢市鵜飼字安達114－3
：6月21日（周三）9:00-15:30（9点公民馆
集合）
：听课费：500日元
    费用（便当等）1,250円
：6月9日（周五）11点开始电话预约，按报
名顺序
：019-643-2288

西部公民馆  国际理解讲座  蒙古篇
—走访滝沢蒙古村

 : 平泉・一関国际音乐祭执行委员会
：中尊寺　白山神社能舞台
：7月5日（周三）13:00开场　14:00开幕仪
式
：3,000日元（当日入场券：3,500日元）
：0191-23-0066(一関观光协会)

中尊寺安魂曲音乐会

2013年岩手县与中国云南省缔结了友好交流
协定，邀请云南省中学生来盛冈进行交流访
问。
：岩手县民信息交流中心  aiina 6楼  团体活
动室1
：7月22日（周六）＊具体时间待定。请日
后登录岩手县国际交流协会网站确认
：019-629-5762（岩手县　政策地域部　
国际室　国际交流担当）

2017 中国云南省中学生访问盛冈
的交流活动

来自美国，英国，韩国和中国的讲师让您近
距离接触不同的异国文化！
活动中会出售备受好评的世界各地的午餐和
点心。活动丰富多彩，期待您的到来！
：NPO法人善邻馆
：NPO法人善邻馆　盛冈市大沢川原
3-2-37
：７月７日（周五）13：00-20：00　８日
（周六）10：00-16：00
：免费
：019-654-1988　  : class@zenrinkan.com

NPO善邻馆庆典活动

听取NPO法人「卢旺达教育思考会」理事长
永遠瑠・玛丽露伊斯的演讲并进行交流。
：岩手县联合国国际儿童基金会协会
：岩手县民信息交流中心  aiina 6楼  团体活
动室1
：7月29日（周六）10:30-13:00
：免费
：电子邮件・电话预约  定员50名
：019-687-4460　　
  : sn.iunicef_iwate@todock.jp

联合国国际儿童基金会讲座「来自卢旺
达的深思   珍视~生命·和平·教育~」

学习灾害时援助外国人所必需的基础知识。
：岩手县国际交流协会
：岩手县民信息交流中心  aiina 6楼  团体活
动室2.3
：7月30日（周日）10:00-15:00
主题，讲师：    
①10:00-12:00 「关于灾害」 越野修三
②13:00-15:00 「关于灾害时对外国人的援
助」 松岡洋子
：免费
：请提交指定的申请表。
 （具体信息可浏览岩手县国际交流协会的
官方网页，或电话咨询）
※外语水平在日常会话以上的参加者，除「基础研
修」之外，同时参加「精进研修」（预计9月举办
），「实践训练」（预计12月举办）的人士将会被
认定为「岩手灾害时多语种支援者」
：019-654-8900　（负责人：大山）

岩手灾害时多语种支援者「基础研修」



2013年に岩手県と友好交流協定を結んだ雲南省
の中学生たちとの交流。
：いわて県民情報交流センター　アイーナ6階　
団体活動室１
：7月22日（土）*時間等詳細は後日決定。ホームペ
ージ等をご確認ください。
：019-629-5762（岩手県政策地域部国際室　国際
交流担当）

：主催/Organizer/主办人 ：場所/Where/地点 ：:日時/When/日期 ：申し込み/Apply/日期 ：参加費/Fee/申请

：電話/Tel/电话 ：メール/E-mail/电子邮件：Fax/传真 ：ホームページ/Homepage/ 主页

イベント
台湾ドラマ〝我的老師叫小賀〟の岩手ロケ篇
を楽しむ会

二胡サロンで二胡の音色に親しもう！

講演会「私のウナギ研究　-にょろり旅が教
えてくれたこと-」

インフォメーション

岩手を舞台にしたドラマが台湾で放送されました。焙
煎工房しゃおしゃん店主であり通訳案内士の前田千
香子さんが内容を通訳し、中国語をわからない方もド
ラマを楽しんで頂けるような内容となっています。
： NPO法人善隣館
： NPO法人善隣館　盛岡市大沢川原3-2-37
：６月１日(木)・15日(木)・29日(木)
  午後コース14：30-16：00　夜コース18：30-20：00
：１回1,080円 
： 019-654-1988　 
： class@zenrinkan.com

二胡奏者陳為先生と生徒も出席し二胡をご紹介します。
全く初めての方でも気軽に楽しめます。
： NPO法人善隣館
： NPO法人善隣館　盛岡市大沢川原3-2-37
：６月１日(木)・７月６日(木)・８月３日（木）
　13：30-14：30　
： 1回500円
： 019-654-1988　
： class@zenrinkan.com

世界的なウナギ研究者の青山潤先生。アジア、アフリ
カなど世界中のウナギを追った「にょろり旅」につい
てお話をうかがいます。
： 岩手県青年海外協力協会 　
   共催：JICAボランティアを支援するいわての会
： 盛岡市みたけ3丁目38-20　
   岩手県青少年会館　大会議室
： 6月3日（土）13:30-14:30
： 無料（事前申込不要）
： 090-5843-1177　facebook：＠jocviwate

： いわて県民情報交流センター　アイーナ
： いわて県民情報交流センター　
    アイーナ4階県民プラザ
： 6月10日（土）10:30-15:30
： 019-606-1717

復興バザー

西部公民館　国際理解講座　モンゴル
編～滝沢モンゴル村を訪ねて～

中尊寺レクイエムコンサート

： 平泉・一関国際音楽祭実行委員会
： 中尊寺　白山神社能舞台
： 7月5日（水）13時開場　14時開会セレモニー
： 3,000円（当日券：3,500円）
： 0191-23-0066 (一関観光協会)

災害時の外国人支援に必要な基礎的な知識を
学びます。
：岩手県国際交流協会
：いわて県民情報交流センター　アイーナ6階　
団体活動室２・３
：7月30日（日）10:00-15:00
テーマ・講師　
①10:00-12:00 「災害時の対応を考える」 
　越野修三氏
②13:00-15:00 「災害コミュニケーションを学ぶ」
　松岡洋子氏
：　無料
： 所定の申込用紙のご提出をお願いします。
（詳しくはホームぺージをご覧いただくか、お問
合せください。）
※日常会話程度以上の外国語（外国語が母語の
方は日本語）を話す方で、「基礎研修」に加え、「ブ
ラッシュアップ研修」（9月実施予定）、「実践訓練」
（12月実施予定）に参加した方は、「いわて災害時
多言語サポーター」に認定します。
：019-654-8900　（担当：大山）

NPOぜんりんかんフェスティバル

ユニセフ講座「ルワンダから学ぶ　
大切なもの~命・平和・教育~」

いわて災害時多言語サポーター「基
礎研修」

金ヶ崎 DE Music ＆ Dance フェスタ

モンゴル国の文化に触れよう
： 盛岡市西部公民館　
： 滝沢モンゴル村　滝沢市鵜飼字安達114－3
： 6月21日（水）9:00-15:30（9時公民館集合）
： 受講料：500円、経費（弁当等）1,250円
： 6月9日（金）11時から電話で先着順に受付。
： 019-643-2288

アメリカ、イギリス、韓国、中国などの講師による、
手作り感満載のイベントです！
毎年好評の世界のランチやお菓子販売の他にも
さまざまなイベントも企画しています。
： NPO法人善隣館
： NPO法人善隣館　盛岡市大沢川原3-2-37
： ７月７日（金）13：00-20：00　
   ８日（土）10：00-16：00
： 無料
： 019-654-1988　　
： class@zenrinkan.com

世界の音楽とダンスを楽しもう。
： 金ヶ崎国際交流協会
： 金ヶ崎町南方地区生涯教育センター　体育館
： 6月4日（日）14:00-16:30　定員：70名
： 500円　＊要室内履き
： 　＆　 019-744-2099
： http://kifa.cocolog-nifty.com

NPO法人「ルワンダの教育を考える会」理事長　
永遠瑠・マリールイズさんの講演と交流
： 岩手県ユニセフ協会
： いわて県民情報交流センター　アイーナ　6階
   団体活動室1
： 7月29日(土) 10:30-13:00
： 無料
： メール・電話  先着50名
： 019-687-4460
： sn.iunicef_iwate@todock.jp

インディアナ　～アメリカの十字路～
アメリカインディアナ州出身のエボニーさんが様々
な行事、音楽、歴史等の文化を紹介します。
：岩手県国際交流協会
：いわて県民情報交流センター　アイーナ5階 国際
交流センター
：6月17日（土）14:00-15:30
：無料　＊定員30名（要予約）
：019-654-8900             ：chatland@iwate-ia.or.jp

中国雲南省Kids in いわて 2017

Event
活动

Taiwanese Drama “Wo De Lao Shi Jiao Xiao 
He”(My Teacher is Xiao-He)
A Taiwanese drama that was filmed in Iwate was 
aired in Taiwan. Chikako Maeda, a licensed guide 
and owner of Xiaoxiang’s Tea Shop, will interpret so 
everyone can enjoy it even if they don’t know 
Chinese.
： Zenrinkan
： Zenrinkan　 3-2-37 Osakawara Morioka-shi
： June 1 (Thurs.), 15 (Thurs.), 29 (Thurs.)
Afternoon Course 14:30-16:00 　
Night Course 18:30-20:00
1 time 1,080 yen
: 019-654-1988　  　: class@zenrinkan.com

以岩手为舞台的电视剧在台湾热播。由小翔
烘培工坊的店主，同时兼任涉外导游的前田
千香子担任翻译，不懂中文的人士也可轻松
地观赏电视剧。
：NPO法人善邻馆  
：NPO法人善邻馆 盛冈市大沢川原3-2-37
：６月１日(周四)・15日(周四)・29日(周四)
    下午时段：14：30-16：00　
    晚间时段：18:30-20:00
：１次1,080日元
  019-654-1988　　
  class@zenrinkan.com

台湾电视剧〝我的老师叫小贺〟
―岩手篇欣赏会

Erhu performer and teacher Wei Chen and his students will 
introduce the erhu, a traditional Chinese bowed string 
instrument. It’s a fun event for complete beginners, too!
：Zenrinkan   3-2-37 Osakawara Morioka-shi
：June 1 (Thurs.), July 6 (Thurs.), August 3 (Thurs). 
13:30-14:30
: 1 time 500 yen
: 019-654-1988　　        :  class@zenrinkan.com

Let’s learn about Erhu!

My Eel Research – What my eel-searching 
travels have taught me
We’ll hear from global eel researcher Jun Aoyama, 
who’s traveled around the world through Asia and 
Africa chasing after eels on his “slippery travels”.  
:  Iwate Overseas Cooperative Association  
 Co-sponsor: Iwate JICA Volunteers Supports  
Association
:  38-20 Mitake 3-chome Morioka-shi   Iwate 
Seishonenkaikan Conference Room
:  June 3 (Sat.) 13:30-14:30
:  Free (no prior reservation needed)
:  090-5843-1177　facebook：＠jocviwate

Kanegasaki DE Music & Dance Festa
Listen to and dance to music around the world. 
:  Kanegasaki International Association
:  Kanegasaki Center for Lifelong Integrated Educa-
tion Center Gym
:  June 4 (Sun.) 14:00-16:30   Capacity: 70 people
:  500 yen *indoor shoes required 
      ＆      : 0197-44-2099       
:  http://kifa.cocolog-nifty.com

Reconstruction Bazaar
:  Iwate Prefecture Citizen’s Cultural Exchange Center 
   Aiina
:  Aiina 4th floor Citizen’s Plaza
:  June 10 (Sat.) 10:30-15:30
: 019-606-1717

Indiana –America’s Crossroads-
Ebony from Indiana, USA will talk about American 
culture, like events, music, and music.
:  Iwate International Association
:  Iwate Prefecture Citizen’s Cultural Exchange Center
   Aiina 5th floor International Exchange Center
:  June 17 (Sat.) 14:00-15:30
:  Free *Max 30 people (reservation required)
:  019-654-8900          ：chatland@iwate-ia.or.jp

Learn about Mongolia!
:  Morioka Seibu Community Center
:  Takizawa Mongolia Town 114-3 Ukai Adachi
  Takizawa-shi
:  June 21 (Wed.) 9:00-15:30 (meet at the community 
center at 9)
:  Participation fee: 500 yen, Additional fees (Lunch, etc.) 
1,250 yen
:  Phone reservations start at 11 on June 9 (Fri.) on a first 
come first served basis.
： 019-643-2288

:  Hiraizumi ‒ Ichionseki International Music Festival 
Planning Committee
:  Chusonji  Hakusan Shrine Noh Stage
:  July 5 (Wed.) 13:00 Open doors 14:00 Opening 
ceremony
:  3,000 yen (Tickets at the door: 3,500 yen)
:  0191-23-0066 (Ichinoseki Tourist Association)

Chusonji Requiem Concert

Handmade events by instructors from the US, UK, 
South Korea, and China!Along with the popular 
lunches and candies from all over the world, many 
other fun activities will be held.
:  Zenrinkan
:  Zenrinkan   3-2-37 Osawakawara Morioka-shi
:  July 7 (Fri.) 13:00-20:00, 8 (Sat.) 10:00-16:00
:  Free
:  019-654-1988　　       :  class@zenrinkan.com

Zenrinkan Festival

Meet visiting middle school students from Yunnan 
Province, which Iwate established a friendship relation-
ship with in 2013.
:  Iwate Prefecture Citizen’s Cultural Exchange Center 
Aiina 6th floor Multipurpose Room 1
:  July 22 (Sat.) * The time will be decided in the future. 
Check the website for updates.
: 019-629-5762 (Iwate Prefectural Government, 
Department of Policy and Regional Affairs, Office of 
International Affairs)

Yunnan Kids in Iwate 2017

Listen to a lecture from and discuss with the president 
of the non-profit organization Think About Education in 
RWANDA, Marie Louise Towari.
:  Iwate Prefecture Citizen’s Cultural Exchange Center 
Aiina 6th floor Multipurpose Room 1
:  July 29 (Sat.) 10:30-13:00
:  Free
:  E-mail or phone  First 50 people
： 019-687-4460　　　: sn.iunicef_iwate@todock.jp

UNICEF Lecture – Learn About Important Things 
From Rwanda – Life, Peace, Education

Learn about basic information needed to support 
foreigners during times of disaster.
:  Iwate International Association
:  Iwate Prefecture Citizen’s Cultural Exchange Center 
Aiina 6th floor Multipurpose Room 2 and 3
:  July 30 (Sun.) 10:00-15:00
Theme and Lecturer: 
10:00-12:00 Disasters - Shuzo Koshino                    
13:00-15:00 Supporting foreigners during disasters ‒ 
Yoko Matsuoka 
:  Free
:  Submit the event’s application sheet.
(For more information, visit the homepage or contact 
the association.)
*Participants who speak above conversational level in a foreign 
language (Japanese for those whose native language is a foreign 
language) will be acknowledged as Iwate Multilingual Disaster 
Supporters after attending the fundamental training, brush-up 
training (September*), and the hands-on training (December*).
*Tentative
: 019-654-8900 (Organizer: Oyama)

Iwate Multilingual Disaster Supporters - 
Fundamental training
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二胡演奏家陈为先生与他的学生将一同为您
介绍二胡。初次接触二胡的人士也可轻松欣
赏美妙的音乐。
：NPO法人善邻馆  
：NPO法人善邻馆　盛冈市大沢川原
3-2-37
：６月１日(周四)・７月６日(周四)・８月
３日（周四）　13:30-14:30　
：一次500日元
: 019-654-1988   　: class@zenrinkan.com

二胡沙龙！一起来聆听二胡美妙
的音色吧！

世界著名的鳗鱼研究者青山润老师为您讲述
探寻亚洲，非洲等地鳗鱼的旅程。
：岩手县青年海外合作协会 　共同主办方
：JICA自愿者支援岩手分会
：盛冈市みたけ3丁目38-20　岩手县青少年
会馆　大会议室
：6月3日（周六）13:30-14:30
：免费（无需预约）
：090-5843-1177　facebook：＠jocviwate

演讲会 「我的鳗鱼研究-讲述探寻
鳗鱼之旅」

金ケ崎DE Music ＆ Dance 庆典
一起来欣赏世界各地的音乐和舞蹈吧！
：金ケ崎国际交流协会
：金ケ崎町南方地区生涯教育中心　体育馆
：6月4日（周日）14:00-16:30　
　定员：70名
：500日元　＊需自带室内穿的鞋  
：　　＆　　：0197-44-2099
 :　http://kifa.cocolog-nifty.com

来自美国印第安纳州里士满的艾博尼女士将
为您介绍当地的各种庆祝活动，爵士音乐及
历史等文化。
：岩手县国际交流协会
：岩手县民信息交流中心  aiina  5楼 国际交
流中心
：6月17日 （周六）14:00-15:30
：免费  定员:30名
：019-654-8900
：chatland@iwate-ia.or.jp

印第安纳—美国的十字路口

复兴义卖会
：岩手县民信息交流中心　aiina 
：岩手县民信息交流中心  aiina 4楼 县民广
场（プラザ）
：6月10日（周六）10:30-15:30　
：019-606-1717

  一起来了解蒙古的传统文化吧
：盛冈市西部公民馆
：滝沢モンゴル村 滝沢市鵜飼字安達114－3
：6月21日（周三）9:00-15:30（9点公民馆
集合）
：听课费：500日元
    费用（便当等）1,250円
：6月9日（周五）11点开始电话预约，按报
名顺序
：019-643-2288

西部公民馆  国际理解讲座  蒙古篇
—走访滝沢蒙古村

 : 平泉・一関国际音乐祭执行委员会
：中尊寺　白山神社能舞台
：7月5日（周三）13:00开场　14:00开幕仪
式
：3,000日元（当日入场券：3,500日元）
：0191-23-0066(一関观光协会)

中尊寺安魂曲音乐会

2013年岩手县与中国云南省缔结了友好交流
协定，邀请云南省中学生来盛冈进行交流访
问。
：岩手县民信息交流中心  aiina 6楼  团体活
动室1
：7月22日（周六）＊具体时间待定。请日
后登录岩手县国际交流协会网站确认
：019-629-5762（岩手县　政策地域部　
国际室　国际交流担当）

2017 中国云南省中学生访问盛冈
的交流活动

来自美国，英国，韩国和中国的讲师让您近
距离接触不同的异国文化！
活动中会出售备受好评的世界各地的午餐和
点心。活动丰富多彩，期待您的到来！
：NPO法人善邻馆
：NPO法人善邻馆　盛冈市大沢川原
3-2-37
：７月７日（周五）13：00-20：00　８日
（周六）10：00-16：00
：免费
：019-654-1988　  : class@zenrinkan.com

NPO善邻馆庆典活动

听取NPO法人「卢旺达教育思考会」理事长
永遠瑠・玛丽露伊斯的演讲并进行交流。
：岩手县联合国国际儿童基金会协会
：岩手县民信息交流中心  aiina 6楼  团体活
动室1
：7月29日（周六）10:30-13:00
：免费
：电子邮件・电话预约  定员50名
：019-687-4460　　
  : sn.iunicef_iwate@todock.jp

联合国国际儿童基金会讲座「来自卢旺
达的深思   珍视~生命·和平·教育~」

学习灾害时援助外国人所必需的基础知识。
：岩手县国际交流协会
：岩手县民信息交流中心  aiina 6楼  团体活
动室2.3
：7月30日（周日）10:00-15:00
主题，讲师：    
①10:00-12:00 「关于灾害」 越野修三
②13:00-15:00 「关于灾害时对外国人的援
助」 松岡洋子
：免费
：请提交指定的申请表。
 （具体信息可浏览岩手县国际交流协会的
官方网页，或电话咨询）
※外语水平在日常会话以上的参加者，除「基础研
修」之外，同时参加「精进研修」（预计9月举办
），「实践训练」（预计12月举办）的人士将会被
认定为「岩手灾害时多语种支援者」
：019-654-8900　（负责人：大山）

岩手灾害时多语种支援者「基础研修」
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他の国ではどのように決めているのでしょうか？

いわて国際交流いわて国際交流
～世界はともだち～

Starting this year, the International Association has started a new language 
café. On the first Saturday of every month, we’ll speak in and study a 
foreign language. There will be monthly rotations between Spanish, 
English, and Chinese. June 3rd will be Chinese, and July 1st will be 
Spanish. Contact the association if you’re interested in participating!

Contact: The Iwate International Association (Organizer: Sun)
TEL:　019-654-8900　　　FAX: 019-654-8922
Email:  chatland@iwate-ia.or.jp
Homepage URL: http://iwate-ia.or.jp

本协会从今年新开设了外语沙龙。每个月的第一个
周六举行，在轻松愉快的氛围中，大家可以尝试用
外语交流学习，了解异国文化。从4月开始，西班牙
语，英语和汉语依次轮换。6月3日为中文沙龙，7月
1日为西班牙语沙龙。如果您有兴趣参加，请发邮件
或是电话咨询本协会。

联系方式：岩手县国际交流协会（负责人：孙）
电话:　019-654-8900　　　传真: 019-654-8922
电子邮件:  chatland@iwate-ia.or.jp
主页: http://iwate-ia.or.jp

New Language Event Program!
 Want to speak another language?

新设外语沙龙！尝试接
触不同的外语怎么样？

今年度から新しく語学サロンが始まりました。毎月第１土曜日に
開催し、外国語で話したり、外国語を勉強したりします。各月交
代でスペイン語、英語、中国語の中から１言語を取り上げていま
す。6月3日は中国語、7月1日はスペイン語です。興味のある方、
参加したい方はぜひ協会までお問い合わせください！

問い合わせ先：（公財）岩手県国際交流協会　（担当：
すん

孫）
TEL:　019-654-8900　　　FAX: 019-654-8922
Email:  chatland@iwate-ia.or.jp
URL: http://iwate-ia.or.jp

新設、語学サロン！　
外国語に触れてみませんか？

岩手の夏の風物詩「盛岡さんさ踊り」。昨年に引き続き、今年も参加いたします。
今後詳細をホームページや掲示でお知らせしますので、ぜひチェックしてみてください。皆様のご参加をお待ちしています。

今年も参加します！盛岡さんさ踊り
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We’re joining Morioka Sansa 
Odori again this year!
Morioka Sansa Odori, Iwate’s summer tradition. Last year, we joined in 
on the fun, and we’re happy to announce that we’ll be participating 
again this year, too! We’ll post more information on our homepage and 
on the notice boards, so be sure to check for any updates. We hope 
you’ll join us!

今年也请一起参加盛冈三飒舞！
岩手夏天的风情诗「盛冈三飒舞」！今年也请与我
们一起参加！
相关的详细信息日后会以宣传海报的方式公布，及
在本协会的官方网站上发布，敬请大家关注查看。
期待大家的积极参与。

インド　ビーニッシュさん：　
ちいき

地域や
しゅうきょう

宗教 によって
こと
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一般相談の窓口
□　受付時間　：　毎日 9:00～20:00
□　対応言語　：　日本語、英語、中国語
※時間帯によっては対応できない言語もあります。

General Support
□　When: 9:00 am – 8:00 pm every day
□　Languages: Japanese, English, Chinese
※English and Chinese speakers might be absent at 
certain times.

一般咨询窗口
□ 受理时间　：9：00～20：00
□ 对应语言　：日语、英语、中文每日都可接待。
※　据时间段的不同，也有不能对应的语种。

              外国人相談員による相談
         □中国語: 火曜日～土曜日 12：30～18：30
    □韓国語:　水曜日　15：00～17：00
□英語：木曜日　15：00～17：00

Consultation in Foreign Languages
Languages Supported by Foreign Consultation 
Support Staff
□　Chinese: Tuesday - Friday　0:30 pm - 6:30 pm
□　Korean: Wednesday　3:00 pm - 5:00 pm
□　English: Thursday　3:00 pm - 5:00 pm

外国人问题咨询员接待时间
□　中国語　：　周二～周五　12：30～18：30
□　韩国语　：　周三　15：00～17：00
□　英语　：　周四　15：00～17：00

行政書士による相談
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　
問合せ先：（公財）岩手県国際交流協会　
019-654-8900

Consultation with a Legal Administration Expert
Date＆Time: Every third Wednesday, 3:00pm-6:00pm
Place: International Exchange Center (5th floor, 
Aiina)
Reservations: Iwate International Association
※Prior booking is essential　⇒　Tel: 019-654-8900

专家对应咨询日
召开日 ：每月第三个周三　15:00～18:00
地 点　：国际交流中心（アイーナ5层）
联系方式 ：公益财团法人 岩手县国际交流协会
请事先预约　⇒　TEL ：019-654-8900

外国人のための相談窓口 / Consultation for Foreigners / 外国人问题咨询

トビタテ！地域人材コース　学生選考を実施しました。
平成29年度の取組として、文部科学省「トビタテ！留学JAPAN日本代表
プログラム地域人材コース」を活用し、県内の日本人学生（大学、高専）
の海外留学を支援します。
8名の学生から申請があり、５月15日～18日に第一次審査（書面）を、５月
25日に第二次審査（面接、グループディスカッション）を実施しました。
採用決定は、6月中旬を予定しています。

いわてグローカル人材育成協議会からのお知らせ

岩手県国際交流協会では、趣旨に賛同し、事業を支えてくださる賛助会員を募
集しています。会費は県内の国際交流多文化共生の公営目的事業に役立てら
れます。様々な会員特典があります。
■キャンペーン期間である6月末までに入会された方にフェアトレードのジュート
バッグを進呈します。
■年会費    個人会員：3,000円  学生会員：1,000円  団体会員：10,000円
■入会方法：　入会申込書に必要事項を記入し協会までご提出ください。

賛助会員　新規集会キャンペーン

協会からのお知らせ
Announcements from the Association


