最新情報は携帯電話サイトから！こちらのＱＲ
コードを読み取り、アクセスしてください。

賛助会員
平成 23 年度

賛助会員
新規入会

キャンペーン中！

12 月下旬までに
新規入会者全員に
素敵なプレゼントを
差し上げます！

年会費

１口
１口
１口

賛助会員特典

詳細はお尋ね
ください！

① 個人会員
② 団体会員
③ 学生会員

国 際 交 流 情
報 紙

県民の幅広い参加を通して、積極的な国際交流活動を進
めるため、当協会の趣旨・目的に賛同してくださる個人
の方、団体の「賛助会員」を募集しています。
国際交流に関心がある方、新しいことを始めたいと考え
ている方、あなたも賛助会員になりませんか？

３,０００円
１０,０００円
１,０００円

申込方法

新規・継続の手続きは、所定の振込用
紙（兼申込用紙）により銀行窓口で振り
込んでいただくか、または、
国際交流セ
ンター(協会）
窓口で手続きができます。
案内資料、振込用紙をお送りしますの
で、お気軽にご連絡ください。

① 協会情報紙「Jien go」
（隔月）、協会機関
誌「いわて国際交流」など、協会の発行物
を送付します。
② 協会主催の催し等の案内をいち早く
お届けします。
③ 協会主催のイベントやセミナーの参加
費が割引になります。
④「エスニックレストランマップ」を差
し上げます。提携している店舗で各種
サービスが受けられます。
⑤「旅行優待マップ」を差し上げます。
提携している旅行会社で、各社企画商
品の割引が受けられます。
⑥ 税法上の優遇措置が受けられます。

県 国 際
岩 手
交 流
協 会
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■編集・発行

公益財団法人

岩手県国際交流協会

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 アイーナ 5 階 国際交流センター
tel 019-654-8900
fax 019-654-8922
e-mail newsletter@iwate-ia.or.jp

賛助会員の皆様
平成 23 年度の新規ご入会・ご継続ありがとうございます
平成 23 年 10 月 31 日現在

継続

釜石市国際交流協会
盛岡ターミナルビル株式会社
紙面の都合上、ご紹介できませんが、ほか団体・個人会員の方も多数、
ご加入・ご継続いただいております。この場にて御礼申し上げます。

アンケートのお願い

12月18日(日)
(日)

アンケート
（１）記事は役に立ちましたか？

右記のアンケート内容の回答に、住所、
① とても役に立った
氏名、電話番号、「日本語版 12-1 月号
② 役に立った
アンケート」とお書き添えの上、ハガ
③ 役に立たなかった
キ、FAX、または、メールにて下記当
④ 全く役に立たなかった
協会までお送りください。アンケート
※③または④の方は、できれば
の締切は、12 月 30 日当日消印有効です。今回は、中国や台
その理由も教えてください。
湾のステキなカードほか、5 名様にプレゼントいたします。
（２）今号の
Jien go で面白かったもの、
なお、プレゼントの当選発表は発送をもってかえさせてい
興味をもったものは何ですか？
ただきます。どうぞご了承ください。
（３）ご意見・ご要望をお寄せください。
アンケートをお待ちしております。

編集・発行 公益財団法人

岩手県国際交流協会
〒020-0045

盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 アイーナ 5F
TEL 019-654-8900 FAX 019-654-8922
URL http://www.iwate-ia.or.jp/
E-mail newsletter@iwate-ia.or.jp

■国際交流センター（アイーナ 5F）
開館時間：
9：00 ～ 21：30
休 館 日： 年末年始、その他

時間：13:00-15:00
会場：釜石市立二葉小学校
会場：釜石市立双葉小学校

12月11日(日)
(日)

「ありがとう」
「ありがとう
を
釜石から
釜石から

時間
間：13:00-16:00 会場
場：
：苫屋（野田村）

いろりトーク 13:00-15:00
いろりトーク

12月 4日(日)
(日) は、
アイーナ（盛岡）で
フェスタを行います
10:00-16:00

EL SKUNK DI YAWDIE ライブ
エル スカンク ディ ヤーディ

昨年 11 月の「ハローワールド」
（釜石市国際交流協会主催）の様子

Start15:00

毎年開催している国際交流イベン
ト「ワン・ワールド・フェスタ」は、
盛岡アイーナを始めとして、県内の
ほか地域でも開催しています。今年
は、ワン・ワールド・フェスタで被
災地に元気になっていただこうと、
野田村と釜石市でも開催します。
12 月 11 日（日）の野田村では、
『音
楽と“ いろり ”トーク』で楽しいひ

あずきがゆ

ひと国際交流

韓国ソウル市

県人会 T シャツの表に
プリントされている

Rocky hand oni Daruma

11 月上旬、アメリカ
からの支援協力で訪れ
た陸前高田の知的障害
者支援施設「あすなろ
ホーム」で、葛西さん
（左）
。

小豆粥

左）San Diego Japanese
Eergency Network の T シャ
ツ。
右）南カリフォルニア
岩手県人会の T シャツ。
岩手の名前の由来である
三ツ石神社と鬼の話が記
載されている。

・小豆
300g
・かぼちゃ
100g
・水
10 カップ
・塩
少々
・砂糖
大さじ１
・栗（甘露煮） 3 個
・ナッツ 適宜
（ピーナッツ、くるみなど）
・松の実
１0 粒

韓国では冬至に小豆粥を食
べます。小豆の赤色が邪気
退治の魔除けの意味を持ち
ます。家の安寧と家族の健
康を祈る伝統行事です。
＊団子：

・上新粉 1 カップ
・水
半カップ

1. 小豆を一晩水に浸けてから、鍋に小豆と 3.（団子）上新粉に水（半カップ）を入れて
小豆が隠れるくらいのたっぷりの水（分
軽くこねて、直径 1 ㎝の丸い団子の形を
量外）で一回沸騰させてから、その茹で
作る。お湯に入れ（茹でる）
、浮いてきた
汁を捨て、改めて、たっぷりの水で中火
ら取り出し、水でさっとすすぐ。
で１時間煮る。
4. 2 に 3 を入れて弱火強で 10 分ほどか
2. 小豆が柔らかくなったら半分の小豆だ
き混ぜる。塩と砂糖などで味を調えて
けを取り出してつぶしてから、
鍋に戻す。 から、瓶詰めの甘露煮栗やナッツ類、
かぼちゃを 1 ～ 2 ㎝の正方形に切って
松の実を最後に入れて仕上げる。
加える。
果物水キムチ

アメリカの南カリフォルニアに在住する岩手県
出身者や県に縁のある方々を中心に構成される南
カリフォルニア岩手県人会・世話人の葛西祥子さ
んが里帰りの際、11 月 1 日、当協会を訪問、県人会
の活動等をお知らせくださいました。
県人会を始め、南カリフォルニア在住日本人へ呼
びかけて行った震災の支援イベント「復興チャリ
ティンサート」
（6 月 11 日サンディエゴで開催）
では、
募金活動や食べ物の販売、音楽演奏があり、売上金
は岩手県へ寄附されたそうです。
葛西さんは、復興支援のひとつとして個人的に
取り組んでいるアンガーマネジメント専門家とし
て被災地で活動したりやアメリカの日本人の支援
活動やアンガーマネジメントについてお話しする
などの活動をなさったそうです。

盛岡出身。南カリフォルニア岩手県人会世話人。
アンガーマネジメント
（怒りの対処法）
専門家。

材料 ・ ５～６人分

朴さんの
オリジナルレシピ

葛西祥子さん

朴さんの
オリジナルレシピ

来訪者のご紹介

くだものみずきむち

「韓国では冬至に小豆粥を食べるんですよ。水キムチは餅や粥を食べる時に添える
喉越しに良いキムチです」と韓国の食文化とオリジナルレシピを教えてくださっ
たのは、奥州市で活動する「韓 SAMO ネットワーク」代表の朴宣姫さん。日本のお
しることは違って、
「粥」の一つである小豆粥は甘くなく、朝食で食べると一日の
スタートのエネルギー源になると朴さんはいいます。

当情報紙担当者 T が旅行した際に、幹事の佐々木和義さんにお話しを伺いました。

ソウル岩手県人会が発足したのは、今年の 1
月。現在は、会社役員、会社員、主婦、翻訳家、
通訳ガイドなどの県出身者や縁のある人など
20 代から 50 代までの 8 人で構成され、中には
陸前高田市にボランティアとして出向いた韓
国人の方もいます。
9 月 25 日にソウル市庁舎前広場で開催され
た「日韓交流おまつり」では、韓国の催し物だ
けでなく、岩手からは盛岡さんさ踊りなど被
「日韓交流おまつり」の様子
災地数か所のお祭りも披露され、多くの歓声が
あがりました。ソウル在住日本人による「よ 参加したとのことです。
さこいアリラン」
（踊り）では、佐々木さんも
現在、会の活動は 2 ヶ月に一度程度会合を
開き、会員同士の親睦を中心として意見交換
や情報交換がなされているそうです。また、
岩手に住んだことのある韓国人の方にも会へ
の参加をしてほしいとのこと。
今後は、新たに韓国にやってくる県人への
情報提供することも視野に入れ、岩手と韓国
の交流が活発になるよう望んでいるそうです。
連絡先：ソウル岩手県人会
幹事 佐々木和義さん
sakaya_sasaki@yahoo.co.jp
「日韓交流おまつり」での「東日本大震災写真展」

フェスタについては
中面をご覧ください

小豆粥＆果物水キムチ

県内で国際交流・国際理解などの活動・活躍する団体や個人の方や、
県外・海外で生活・活躍する県出身者や県に縁のある方を紹介します。

ソウル岩手県人会

＆

と時を、12 月 18 日（日）の釜石市
では『
「ありがとう」を釜石から』を
テーマに楽しいイベントと共に感謝
の気持ちと元気な釜石からのメッ
セージを発信します。
お近くにお住まいの方はもちろん、
皆様のお越しを待ちしております。

冷蔵庫で保存し２～３日で食べてくださ
い。果物や野菜の具を冷たい汁と一緒に
スプーンで召し上がってください。
とても美味しいですよ。

材料
・リンゴ
・梨
・人参
・きゅうり
・砂糖
・塩

100ｇ
100ｇ
＊キムチ汁：
50g
・粉唐辛子 大さじ１ ・ニンニク 5g
50ｇ
150ｇ ・ショウガ 2g
大さじ 1/2 ・梨
・水 １+1/2 カップ
・玉ネギ
50ｇ
小さじ 2

1. リンゴは皮つき、梨と人参は皮を剥き、厚さ
2 ㎜、1×１㎝の大きさに切る。
きゅうりは厚さ１㎜の輪切りにする。
2. キムチ汁の材料をミキサーにかけ、薄い布な
どで絞って濾す。
（具は使わない。
）濾した

キムチ汁に砂糖と塩を入れ、味を調える。
3. 容器に１を入れて２の濾した汁を注ぎ軽く
混ぜる。
4. 一日、常温において食べる。

■活動内容
小学校では国際理解授業を通して、韓国語で名前を書
いてみる勉強会や絵本を使った韓国のお正月紹介。
各地域に出かけて、キムチの漬け方や韓国料理紹介、
韓国語を初めとし、韓国衣食住文化を学習し続ける 韓国伝統衣装の折り紙講習会など。
韓国大好きな仲間が集まりました。大好きな韓style ・2008 年 韓国衣・食・住・音楽・書籍の展示会
（北上さくらホール）
(韓国文化スタイル)を岩手に広げることが趣旨です。
4 年前から活動し、現在は 10 名で活動しています。 ・2010 年 韓国歌謡東北大会（盛岡）運営

団体
紹介

韓ＳＡＭＯ
韓ＳＡＭＯネットワーク
ＳＡＭＯネットワーク
ネットワーク

（韓国文化院主催）

●名称について
韓 SAMO → ＨＡＮＳＡＭＯと読みます
・韓国
HANGUK
한국
・愛する SARANGHADA 사랑하다
・集まり MOIM
모임

・2010 年

ワン・ワールド・フェスタ

韓国文化ブース運営
（岩手県国際交流協会主催）

■連絡先：韓 SAMO ネットワーク
（パク スンヒ）さん
代 表：朴宣姫
メール： sunhi-st@pon.waiwai-net.ne.jp

イベント・講座
共催

共催

NPO 法人環境パートナーシップ岩手

global+local=glocal

釜石市国際交流協会、釜石市教育委員会

12月11日(日)
(日)
時間：13:00-16:00
会場：苫屋（とまや）

地球規模で考え、自分の地域から
地球規模で考え、自分の地域
地球規模で考え、自分の地域から活動しよう
から活動しよう
活動しよう

Think globally, act locally

温
温かい格好で
お越しください

九戸郡野田村日形井

「世界的視野と地域に根ざした視野をあわせ持つこと」
（現代用語の基礎知識カタカナ・外来語/略語辞典）

12月18日(日)
(日)

いわてグローカルカレッジ
盛岡

いろりトーク 13:00-15:00
いろりトーク

時間：13:00-15:00
会場：釜石市立二葉小学校

●ドイツのエコ生活
ゲストスピーカー

マルクス・ロスケンさん

日ごろからできるエコ生活や
ドイツのクリーンエネルギーを
活用した街づくり

●食から考える環境と健康の話
粒針文子さん
（岩手県環境アドバイザー
・環境健康学トランスレーター）

EL SKUNK DI YAWDIE ライブStart15:00

「ありがとう」
「ありがとう
を
釜石から

（クリスマスカード、アクリル毛糸のたわしづくりなど）

世界との絆
「ありがとう」
を
岩手から

お近くに
お住まいの
みなさん
どうぞ
お越し
ください

岩手郡滝沢村土沢 220-3
いわて生協本部２階

〒020-0180

盛岡

12/125

もっと Moootto 知りたい！韓国

12/10 国際協力を通して
私たちの暮らしを考える
「国際協力」 講演会

JICA 帰国専門家岩手県連絡会による 「国際
協力」 講演会です。 県内出身の JICA 専門
家の活動報告と JICA の東日本大震災への取
り組みについてお話を頂きます。 一般公開の
無料講演会ですので、 皆様お誘い合わせの
うえお気軽にお越しください。

日時 12 月 10 日 ( 土 ) 15:00 ～ 17:00
会場 エスポワールいわて
JICA 帰国専門家岩手県連絡会
申込
問合先
事務局 （岩手大学農学部内）
大澤健司 TEL 019-621-6278
FAX ： 019-621-6278

ラジオ局 ： IBC ラジオ 684kHz
番組名 ： 「ワイドステーション」
時 間 ： 毎月最終火曜日
14 時過ぎの 10 分程度

お菓子、飲み物をご用意しています。

イベント情報は 11 月 10 日現在の情報です。お問い合わせの際は、イベント主催者または各問合せ先へ。

-KIZUNA
12 いわての絆
/14 留学生が語る東日本大震災

主催 ： 岩手県留学生交流推進協議会

12/
23

岩手県内の大学 ・ 高等専門学校で学ぶ外
国人留学生たちが、 震災直後から現在ま
で感じたことや、 そこから見えてくる課題を
時系列ごとに振り返るとともに、 震災のよう
な時に留学生だからこそできること、 今後の
岩手県の留学生交流を推進するための展
望などについて、 参加者のみなさんととも
に語り合う未来志向型の座談会です。
日時 12 月 14 日 （水） 15:30 ～ 17:00
場所 岩手大学学生センター B 棟
GB11 教室 （入場無料）

外国人留学生
就職活動準備セミナー
主催 ： （独）日本学生支援機構（JASSO）

日本で学ぶ外国人留学生が、それぞれのキャリ
アデザインに沿った就職ができるよう、 留学生
の就職 ・ 採用活動に関する有益な情報を提供
することを目的として実施。
日時 12 月 23 日 （金）
場所 東京国際交流館プラザ平成
（東京 ・ お台場）
内容 ・ 就活オリエンテーション ・ 業界別セ
ミナー ・ 就活体験談他 ・ 入場料無料
詳細は、 ホームページより、
JASSO 外国人留学生就職活動準備セミナーを
ご覧ください。
http://www.jasso.go.jp/job/event_2011.html

問合 （独） 日本学生支援機構

終了後は交流懇談会を行います。 懇談会会費 3000 円。

外国人留学生
就活準備セミナー運営事務局
TEL 048-485-2384

問合 岩手大学国際課
TEL 019-621-6057
Email iuic@iwate-u.ac.jp

12 もっと知ろう！カナダ！
/17
第 141 回外国人との交流会

1 / 21
22 「ファシリテーターの道具箱」活用法

カナダ出身のマルコム ・ ラーセンスさんによる
カナダでの暮らしや料理の紹介。

いわて国際理解教育研究会 冬の研修会

ワークショップを勧めるファシリテーターの技能
を深める研修を、実践を通して学習する研修会
を開催します。

日時 12 月 17 日 （土） 14:00 ～ 16:00
場所 アイーナ５階 ５０１会議室
参加費 一般 200 円、 賛助会員 100 円
（茶菓代） 中学生以下無料
定員 40 名 要予約

日時 1 月 21 日（土）13:00
～ 22 日（日） 12:00
場所 国立岩手山青少年交流の家
参加費 3000 円（食費、教材費込、会員割引あり）
定員 20 名 要申込

申込方法 TEL、 FAX、 E メールで。

申込方法 必要事項を FAX、E メールで申込み。

定員になり次第締切。

主催・申込
問合先

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

国際交流センター案内
＠アイーナ５F

・ 名前、年代、性別、職業、住所、
電話番号、メールアドレス、
送迎車利用 （する場合は滝沢駅）
主催・申込 岩手大学国際交流センター
問合先 尾中研究室内
いわて国際理解教育研究会事務局
TEL&FAX 019-621-6869
Eメール iwatekokusairikai@gmail.com

語学学習コーナー

仙台入国管理局盛岡出張所の移転
12 月 26 日 （月） より、 仙台入国管理局盛岡出張所が下記のとおり移転します。
業務開始
予定日

平成 23 年 12 月 26 日 （月）

窓口
受付時間

9 時から 12 時、 13 時から 16 時
（土 ・ 日曜、 休日を除く）

移転先住所

盛岡市盛岡駅西通 1 丁目 9-16
盛岡第 2 合同庁舎 6 階
019-621-1206 （変更なし）
019-621-1207 （変更なし）

最寄りの
交通機関

盛岡駅西口から徒歩約 5 分

業務内容

在留資格審査一般
空海港業務

電話番号
FAX番号

IBC ラジオ 「ワイドステーション」 内で
多言語で情報をお伝えしています！

盛岡

FAX 019-621-6867

ラジオでの多言語情報のお知らせ

ティータイムコーナー

FAX で申込ください。 「名前、 所属 （あ
れば）、 連絡先 （メールあるいは携帯
電話等）、 希望参加のラウンドテーブル：
a. 子ども支援 b. 成人支援」
参加費 無料
主催・申込 岩手大学国際交流センター
問合先 松岡洋子 Email yokomat@iwate-u.ac.jp

岩手県国際交流協会 （川村）
TEL 019-654-8900
FAX 019-654-8922
E メール hisanaga@iwate-ia.or.jp

講義を受講していただいている皆さまから論文を募集してい
ます。 優秀な論文には粗品を贈呈いたします。 詳細につ
きましては、 上記担当者へお問合せいただくか、当協会ホー
ムページよりご覧ください。 奮ってご応募くださいますよう、
お願いいたします。

・「ありがとうを世界に発信」
・その場でメッセージを書いていただき
写真撮影を行います。
・釜石市の姉妹都市交流
フランスのディーニュ・レ・バン市

日時 12 月 10 日 ( 土 ) 9:50 ～ 16:50
会場 岩手大学学生センター B 棟 3 階
申込 必要項目をご記入し、 メールまたは

盛岡

■12 月 5 日 （月） 18:30 ～ 20:00
「茶道を通して見る韓国文化」
講師 ： 斉藤 春佳
株式会社セルク韓国語講師
会場 ： アイーナ 6 階ラウンジ
■12 月 12 日 （月） 18:30 ～ 20:00
「韓国料理教室」
講師 ： 李 美淑／ 材木町よ市で評判
会場 ： プラザおでって 5 階生活アトリエ
対象 日本文化、 異なる文化に興味がある
一般の方々 15 名程。
語学力は問いません。
申込 NPO 法人未来図書館
問合先 TEL 019-654-6601 （担当 ： 佐々木）
Email hitomis@miraitoshokan.com

外国出身者が生活するために必要な日本語学
習支援活動が東北各地で展開されています。
7 回目の 「日本語学習支援ネットワーク会議」
では去年に引き続き教材紹介ワークショップ、
午後は文化庁国語課からの最新情報と東日本
大震災で見えた地域における日本語学習支援
活動の役割と課題について語り合うラウンドテー
ブルを設けます。

展示

盛岡

韓国エキスパート 6 名による学びの韓国サロ
ン。 各回違った角度から韓国を見ていきます。
岩手で活躍している講師陣との出会いも魅力
です。 10 ～ 12 月で全 6 回。

－震災を超えて新たな日本語学習支援へー

当日受付可。

主催・申込
問合先

東京

主催・申込
問合先

街頭募金活動に参加希望の方は
TEL ・ FAX ・ メールで 11 月 25 日
までにお申し込みください。
岩手県ユニセフ協会 事務局 藤原
TEL 019-687-4460
Email sn.iunicef_iwate@todock.jp

申込方法 所定の様式に記入し、お申込みください。

論文募集

盛岡

申込

時間 14:00 ～ 16:00
定員 50 名 高校生以上

クラフト作り：サンタデコレーションファクトリー
（クリスマスカードやツリーのオーナメント作り）
外国絵本の読み聞かせ
フェイスペインティング

11
in Morioka
12/10 日本語学習支援ネットワーク会議

盛岡

花巻 日時 ： 12 月 4 日 ( 日 )11:00 ～ 15:00
イトーヨーカドー ・ アルテ ・ マルカン
盛岡 日時 ：12月11日( 日 )11:00 ～ 15:00
カワトク、 イオン、 ほか市内 6 ケ所

（公財）岩手県国際交流協会 理事長

会場 アイーナ 5 階 ５０１会議室

クリスマスキッズランド

イベント・講座・募集・お知らせ
ユニセフ ・ ハンド ・ イン ・ ハンド

8回
12 / 第
２０世紀を考える -21 世紀を生き抜くために ( 日 ) 11 講師 ： 安藤 厚

約 5 か国を紹介します。カナダのブースは、
釜石市のＡＬＴアーロン・ブルックさんが紹介！

（アイーナ） 4 階県民プラザ
5 階国際交流センター、
501 会議室

東日本大震災緊急募金

第7回
海外へ進出した県内企業の戦略と展望
講師 ： 阿部 明 氏
会場 アイーナ４階 アイーナスタジオ

外国紹介ブース

日時：12 月 4 日（日）10:00 〜 16:00
会場：いわて県民情報交流センター

12/ 114

(日)

岩手阿部製粉株式会社 取締役社長

日独交流150周年展示
クラフトコーナー

9 月～ 12 月の間に全 8 回を予定しております。
全講義出席の方には、 修了証を発行します。

12 /
4

昨年 11 月の「ハローワールド」
（釜石市国際交流協会主催）の様子

エル スカンク ディ ヤーディ
日本、韓国、アイヌの血を持ち岩手
に生れまれた金本昇一さんと南米
の打楽器カフォンやドラム演奏を
行う菊池勝志さんのデュオ。全国
で演奏活動を行う傍ら、震災支援
活動も行っています。

入場
無料

グローバルな視点を持ち、様々な角度から岩
手の国際化や多文化共生の歴史や現状、課
題について理解を深めるとともに、「いわて」 に
おける今後の国際交流・国際協力・多文化共
生の展望について考えてみませんか。

グループでの語学学習にご利用ください。
※非営利での活動に限ります。
●利用方法
・事前にセンター窓口にて所定の用紙（利用申込書）に
記入し、利用予約する。複数日の予約ができます。
・ご利用の都度、窓口にて利用申込みをしてください。
詳細はお気軽にお尋ねください。

テーブル付き椅子 10 脚
ホワイトボードがあります。

