
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？

編集・発行 公益財団法人

岩手県国際交流協会

■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

〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通1-7-1アイーナ5F
FAXFAX 019-654-8922TELTEL 019-654-8900

URLURL http://www.iwate-ia.or.jp/
E-mailE-mail newsletter@iwate-ia.or.jp

① 協会情報紙「Jiengo」（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。

賛
助
会
員
特
典

① 個人会員　１口　　３,０００円
② 団体会員　１口　１０,０００円
③ 学生会員　１口　　１,０００円

年
会
費

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。

申
込
方
法

右記のアンケート内容の回答に、
住所、氏名、電話番号、「日本語
版 2-3 月号アンケート」とお書
き添えの上、ハガキ、FAX、また
は、メールにて下記当協会までお送りください。
■締切　2月 29 日（当日消印有効）
■今回のプレゼント（5名様）
　*コースターセット（中国絵柄やパンダ）ほか *
なお、プレゼントの当選発表は発送をもってかえさ
せていただきます。どうぞご了承ください。
アンケートをお待ちしております。

アンケートのお願いアンケートのお願い アンケート
（１）記事は役に立ちましたか？
　① とても役に立った　
　② 役に立った
　③ 役に立たなかった
  ④ 全く役に立たなかった
   ※③または④の方は、できれば
     　その理由も教えてください。
（２）今号のJien goで面白かったもの、
　　興味をもったものは何ですか？
（３）ご意見・ご要望をお寄せください。

賛助個人会員、団体会員、学生会員の皆様
　平成23年度新規ご入会・ご継続をいただき、
誠にありがとうございました。
　引き続き、平成 24年度のご継続をお願い
申し上げます。また新規会員も募集中です。
　手続に関しては、上記「申込方法」をご覧
ください。そのほか、お問合せ等ございまし
たら、以下までお気軽にご連絡ください。

岩手県国際交流協会　TEL：019-654-8900
賛助会員担当sanjo@iwate-ia.or.jp

賛助会員　 新年度 ( 平成 24 年度）新規ご入会、ご継続受付中 !

当協会の東日本大震災支援活動資金として
寄附をいただきました。厚く御礼申し上げます。

寄附の御礼　(11～ 12月分）

大山田収穫まつり実行委員会 様 （三重県伊賀市 ）

4,036 円

財団法人 箕面市国際交流協会 様 (大阪府箕面市)

37,829 円

■サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路
　スペイン、ガリシア州の都市サンティアゴ・デ・
コンポステーラには聖ヤコブの遺骸があるとされ、
ローマ、エルサレムと並ぶキリスト教の三大巡礼地。
フランス各地からピレネー山脈を通り、スペイン北
部の道を通る。スペイン語で「サンティアゴの道」、
フランス語では「サン・ジャックの道」と呼ばれる。
毎年数万人が訪れ、多くは徒歩で、自転車、車や鉄道、
バスで移動する人もいる。信仰だけでなく、観光、
スポーツ、目標達成など目的は様々。巡礼路は線路
や国道に沿っていない道も多い。1993 年、スペイ
ンを通る道は世界遺産に登録され、フランスの道は
1998 年に登録された。

■出発～フランス
ル・ピュイの街から

　リヨンから電車で 3
時間ほどのところにあ
る町ル・ピュイから始
まる「ル・ピュイの道」
（フランスでは主要の道
4 つのひとつ）。朝、ミ
サを受けるためノート
ルダム大聖堂へ向かう
と、そこには同じく「道」
を歩く人たちでいっぱ

い。ミサが終わると、大聖堂のドアが開けられ、
階段を下り、「道」を歩く旅が始まった。

■道を歩く
　最終地まで約 1,500ｋｍ。「歩いてみたい」
という気持ちは、昨年の大震災を機にさらに
強くなり、歩くだけでなく、各地で「祈る」と
いうことにもつながった。毎日 20 ～ 30km 歩

くことが目標。
フランスでの道
は、草原が広がる
自然の中、天候が
急に変わること
もあった。ある

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。ひと国際交流

日、雨と水分を含んだ荷物の重
さでなかなか前に進めず、10ｋg
ほどある荷物を見直した。必要
と思っていたものは、実はなく
てもよかった、ということもあった。水とパ
ンは毎日持ち歩く。朝出かける前に町でサン
ドイッチを買い、道沿いでは巡礼者のために
販売しているフルーツを手にしたり、食べら
れる野生の植物を見かけ手を伸ばすこともし
ばしばあった。

■宿～人との出会い
　ジットと呼ばれる宿
でほかの巡礼者と食事
も共にする。家庭料理
とはいえ、どこの宿で
も大概はサラダ、スー
プ、メーン、デザート、というコース。おいしい。
特にパンとチーズがおいしく感じる。
　ある日の宿では、フランス人、スイス人た
ちとテーブルを囲む。定年した人、子育てが
ひと段落した主婦、国も違えば年齢も全く違
えど、身振り手振りや本を指差しし、道や宿の
情報を共有する。同じ道を歩き、同じものを見、
同じものを食べ、多くを語らなくても共感で
きる。翌日、道を間違えないよう分岐点で待っ
ていてくれたり、振り返り手を振ってくれた
り、そんな小さなひとつひとつがありがたかっ
た。彼らと一緒に過ごすため、いつもより長
く歩いたりもした。

　サン・ジャン・ピエ・ド・ポー
の町で巡礼を終える人たちと
少し慣れてきたフランスの道
に別れを告げた。ピレネー山
脈を越え、道が続くスペイン
へ向かった。

（次回は「スペインの道」です。）

エスニックレストランマップ提携店や県内在住外国人のご協力を
いただき、世界の料理レシピをご紹介いたします。

材料・4 人分

牛肉　　　　　　200g（ブロック）
豚肉　　　　　　200g（ブロック）
鶏手羽元　　　　4本 
タマネギ（小）　 2 個
ニンジン　　　　１本
長ネギ　　　　　1本
キャベツ　　　　1/4 個
カブ　　　　　　2個
セロリ　　　　　１本
塩　　　　　　　小さじ 2
水　　　　　　　1.5L 程度

＜Ａ＞
ブラックペッパー　　5粒くらい
ニンニク　　　　　　１片
パセリ（長さ 5cm 位の軸）　5-7 本
タイム　　　　　　　１枝
セロリ（細い部分 5cm 程度）１枝

作り方

１．鍋に肉類と水、Ａを入れ、
　弱火にかけます。

　（牛肉は肩ロース、豚肉は　

　バラ肉を使ってみました。）

２．沸騰したら、煮汁が透明になるまで、丁寧
　にアクを取ります。 塩を加え、ごく弱火で
　３０分ほど煮込みます。
　（塩の分量はお好みで調整してください。）

３．ニンジンは1.5cm幅くら
　いの輪切り、長ネギ・セロリ
　は5cmくらいの長さに切り、
　タマネギとカブは皮をむき、
　半分に切ります。 これらの
　野菜を鍋に入れ、ごく弱火の
　まま３０分ほど煮込みます。

４．塩・コショウで味を調え
　ます（分量外）。くし切りに
　したキャベツを加え、柔ら
　かくなるまで２０分ほど煮
　込みます。 

５．肉と野菜は食べやすい大きさに切り分け
　てマスタード（分量外）などを添えて、
　できあがり。

「いつだったか聞いた道を歩きたいと思っていたんです」ふと抱いた気持ちから「サンティアゴ・デ・コンポ
ステーラの巡礼路」約1,500kmもの道を昨年の初夏に歩いたのは、当協会センター運営サポーターの中川さん。
旅に出るにあたり、国際交流センターにある資料を調べたそうです。（写真は全て中川さんに提供いただきました。）

世界遺産を歩く　その１ 中川 友里さん
サン・ジャックの道　Le chemin de Saint Jacques

フランス、ル・ピュイにある

ノートルダム大聖堂

フランスで寒い冬に良く食べる家庭料理といえば、
ポトフ。「火にかかった鍋」という意味のこの料理は、
一つの鍋で肉と野菜を煮込んで作ります。
フランス出身の岩手大学留学生ルー･ソフィーさん
にレシピを紹介して頂きました。Pot au feuot au feu

ポトフポトフ
Pot au feuot au feu
ポトフポトフ
Pot au feu
ポトフ

■情報紙担当 T、作ってみました！■　紹介して頂いたレシピの分量はかなり多めだったので、調整し上
記分量で作りました。もとのレシピでは、鶏肉は「鶏のもも肉骨付き 1 本」とあったのですが、手に入
らなかったこともあり、骨付きということで手羽元を使ってみました。取り分けしやすかったです。固
形スープのもとを使わないことにびっくり。また、「スープが濁らないよう沸騰させないことがポイント」
とのことだったのですが、透明に近いスープになったので感激しました。それを気にしなければジャガ
イモを入れてもよいかな？と思います。寒い冬にとてもぴったりなレシピだと思いました。ルー･ソフィー
さん、レシピをありがとうございました。みなさんもぜひお試しください。感想をお待ちしております。

2 - 3 月 号
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　新たに岩手で暮らす外国人の方々をサ
ポートしていただく「外国人の多言語サ
ポーター」の研修会を開催しています。

　外国人サポーターの方々には、在住外
国人として岩手での生活経験を踏まえた
生活上のアドバイスをしていただきま
す。そのために、生活に必要な制度（入管、
税金、保険など）の知識や情報を習得し、
それを正しく伝える通訳としての技術を
学びます。また、災害時には、外国人の
安否確認や避難所などでの通訳や翻訳な
ど、震災時に適切に対応する機動力のあ
る外国人ネットワークも作ります。

　参加者は県内各地から集まった在住外

国人。長く住んでいる方が多いです。講
師は各分野の専門家。研修は日本語で
行っています。

　1月14日（土）「防災、災害対応について」
では、座学に加え、会場のアイーナを例
に建物内防災設備がどのようになってい
るか、表示の見方、避難経路の確認など、
研修しました。

　そのほか、「改正入管制度」、「通訳研修
～正しく伝える技術～」の研修も 1月中
に行いました。

　2月の研修については、内部ページ「協
会からのお知らせ」をご覧ください。

上） 1 月 14 日 （土） 開催時の様子
右 ) 地域を守る消防団の法被 ( はっぴ） を
　　　紹介する講師の石井 健治 盛岡市消防
　　　防災課課長補佐

外国人の 外国人向け通訳研修外国人向け通訳研修
多言語サポーター研修会多言語サポーター研修会

開催中開催中

外国人向け通訳研修外国人向け通訳研修
多言語サポーター研修会多言語サポーター研修会

開催中開催中

外国人向け通訳研修
多言語サポーター研修会

開催中

アイーナ内防災設備の説明



協会からのお知らせ
問合先：公益財団法人岩手県国際交流協会
ホームページ　http://www.iwate-ia.or.jp/
TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

国際交流センター案内

国際交流テーブル

国際交流団体の打ち合わせ、語学パート
ナーとのランゲージ・エクスチェンジ、日
本語サポートなどのためのテーブルです。

●利用方法
申し込みは必要ありません。無料でご利用
になれます。ホワイトボードが必要な場合
は、センター窓口にお申し出ください。

詳細はお気軽にお尋ねください。 テーブルが3つあります。

担当 ・ 申込 ・ 問合先　　川村　hisanaga@iwate-ia.or.jp

在住外国人の日本語学習を支援する日本語サ
ポーター実践者のスキル向上を図る研修会で
す。　　　　　　　　　（協賛：株式会社凡人社）

　主テーマ：アクティビティの幅を広げる
　対象者：日本語サポーターや日本語教室

の支援者として現在活動中の方
　受講者数：各回40名程度
　時間：各日１３：３０～１６：３０
　会場：アイーナ５階　会議室５０１
■申込み
「参加希望日、お名前、所属団体、連絡先（電
話）」を電話、FAX、メールのいずれかでお申
込みください。参加日程は１日でも、複数
日でも結構です。

■２月１０日 （金）
　教材を探そう！

～にほんご専門書店から見た
　　　　　学習者にあった教材とは？～

　　講師　坂井 訓久氏
（株式会社凡人社麹町店店長）

■２月１１日 （土）
　こんな時、どうしてる？

～日本語ボランティア活動で
生まれる疑問を解決～

　　講師　山下 隆史氏
（文化庁国語課日本語教育専門職）

■２月１２日 （日）
　多言語素材集を使った学習活動体験
　　講師　足立 祐子氏

（新潟大学国際センター准教授）
　　　協力　松岡 洋子氏

（岩手大学国際交流センター准教授）

日程

日本語サポーター実践者研修会

外国人向け通訳研修　:　外国人の多言語サポーター研修会

■第４回
地域のシステム（自治会など）　について
　講師：沼田 由子 氏（盛岡市地域福祉課課長）
　日時：２月４日 （土） 13:00～15:00
　場所：アイーナ5階ミーティングルーム

■第５回
生活に必要な制度（税金、保険など）について
    講師：吉田 直美 氏

NPO法人いわて生活者サポートセンター
パーソナル・サポート事業部長

 日時：２月１８日 （土） 13:00～15:00
 場所：アイーナ6階　団体活動室2

新たに岩手で暮らす外国人の方々をサポートしてい
ただく「外国人の多言語サポーター」の研修会です。
　対象者：在住外国人で日本語能力検定試験
　　　　　1～2級程度の日本語能力のある方、
　　　　　今後、災害時を始め外国人支援活
　　　　　動に積極的に協力してくれる方。
　定員：約15名　、　参加費：無料　 　
　備考：参加者には旅費を支給します。また参加者
決定にあたっては地域のバランスなどを考慮して決
定します。参加ご希望の方は下記までご連絡くださ
い。

担当 ・ 申込 ・ 問合先　　宮　june@iwate-ia.or.jp

イベント・講座 １月10日現在の情報です。最新の情報は各ホームページでご確認ください。

等観の孫である花巻市光徳寺住職 ・
釋玄悦 （しゃく　げんえつ） 氏の興味
深い講演です。

いわて先人偉人セミナー
多田等観 - チベットにかけた生涯/2 25

盛岡

日時 ２月２５日 （土） 18:00 ～ 20:30

場所 アイーナ５F ミーティングルーム

参加費 無料 （但し、資料コピー代負担有り )

申込方法 TEL、 FAX、 E メールで。
定員になり次第締切。 （定員 18 名）

主催・申込
問合先

ヒューマンネットワーク
ONE WORLD　
山崎純醒 TEL080-6016-8535
FAX　019-672-5898
E メール　pen.junsei@ezweb.ne.jp

韓国では 2 月に卒業式、 3 月に入学式
をします。 どのような内容なのでしょうか。

韓国語には日本語にない音がいろいろあ
ります。 どんな発音をするのでしょう。

韓国語茶房で楽しくよもやま話
講師 ： 鄭美成氏

2/24
3/16
盛岡 ●２月２４日 （金） 13:30 ～ 14:30

　「韓国の卒業式と入学式」

●３月１６日 （金） 13:30 ～ 14:30
　「韓国語の音を楽しもう」

場所 NPO 善隣館

受講料 各回 1,050 円
主催・申込
問合先

NPO 善隣館
TEL 019-654-1988
E メール　class@zenrinkan.com
盛岡市大沢川原 3-2-37

募集

問合せはイベント主催者または各問合せ先へ。

公益財団法人 岩手県国際交流協会

（例）情報紙掲載用の１枠の実寸大です。
3言語（日本語・英語・中国語）での

掲載が可能です。詳細はお問合せください。

広告募集中

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 アイーナ 5階
TEL: 019-654-8900　　FAX: 019-654-8922

E-mail: iwateint@iwate-ia.or.jp
URL: http://www.iwate-ia.or.jp/

ＪＩＣＡ岩手デスクより

日時 ２月１１日 （土） 10:00 ～ 12:30

場所 アイーナ６Ｆ団体活動室１

ＪＩＣＡ岩手デスク　工藤
　　TEL　019-654-8911

ＪＩＣＡ国際協力報告会と
中高生エッセイコンテスト授賞式/2 11
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教師海外研修インドネシアと青年海外協力隊ケニ
アの報告とエッセイコンテストの授賞式。

日時 ２月１１日 （土） 14:00 ～ 16:00

場所 アイーナ６Ｆ団体活動室１

ＪＩＣＡボランティア家族連絡会

ボランティア事業の現状と安全対策などについて。

日時 ２月１１日 （土） ～３月４日 （日）
　　　各日 9:00 ～ 21:00

場所 アイーナ５Ｆ国際交流センター内

ケニアとベトナム派遣の写真展。

Eメール jicadpd-desk-iwateken@jica.go.jp
HP　http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html

ＪＩＣＡ国際協力レポーター写真展2/11
～ 3/4

中国語教室

受講日 木・１９時～２１時（１０回）

場所 アイーナ

レベル 初級～上級

開催時期 基本4月と10月。個別対応も可。

費用 非会員12,000円
会　員10,000円（年会費1,000円から）

主催・申込
問合先

岩手県中国人会
王（おう）　TEL090-9634-6910

受講ご希望の方は、
体験もできますので気軽に相談を。

中国の方と交流しながら、いけ花教室（草月）。
受講ご希望の方は、体験もできますので気軽に相談を。

いけ花教室

活動日 土・日（月一回）

場所 アイーナ

費用 お花代 約1,000円
月謝　700円

主催・申込
問合先

岩手県中国人会
呉（ご）　TEL080-3196-6116

初級　ロシア講座
「はじめてのロシア」

2/13・20・27
3/5・12

ロシア語のアルファベットや挨拶、簡
単な日常会話とロシアの文化を学びま
す。 最終回では料理を学びます。

第 1 回は終了しました。 あと 5 回です。

盛岡

宮古

日時 ２月１３ ・ ２０ ・ ２７日、 ３月５ ・ １２日
13:30-15:00 （最終日のみ 13:30-15:30）

場所 プラザおでって３階　特別会議室
（最終日のみ、 5 階生活アトリエ）

定員 20 名　申込みはお問合せください。

主催・申込
問合先

( 財 ) 盛岡国際交流協会
TEL 019-626-7524

http://www.e-morioka.com/~moriintl/top.html

第 143 回外国人との交流会

魅惑のマレーシア/2 18
マレーシア出身のアハマド ・ フィル
ダウスさんにマレーシアの紹介して
いただきます。 クイズ、 マレー語講
座もあります。

盛岡

日時 ２月１８日 （土） 14:00 ～ 16:00

場所 アイーナ６F　団体活動室１

定員 40 名　要予約

申込方法 TEL、 FAX、 E メールで。
定員になり次第締切。 （定員４０名）

主催・申込
問合先

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

参加費 一般 200 円、 賛助会員 100 円
中学生以下無料（茶菓代）

毎月テーマが異なる
国際交流イベントです。

参加をお待ちしております。
お楽しみに♪

外国人との交流イベント

盛
岡

盛
岡

2012 年の開催は大分県別府市。
主催：財団法人国際教育振興会、国際交流基金、別府市

第５３回外国人による日本語弁論大会
出場者募集

大会当日 6月 2日（土）13:00～
別府国際コンベンションセンター

演題 演題は自由。但し、伝導、宣伝に
類するものは不可で未発表作品に
限る。制限時間は6分以内。

出場資格 母国語が日本語以外であること。
大会当日の年齢が満15歳以上。
過去の大会で外務大臣賞または
文部科学大臣賞を受賞ていないこと。

応募方法 主催者ホームページにある
実施要項をご覧ください。
郵送での応募。

応募締切 4月 17日（火）必着

http://www.iec-nichibei.or.jp/

全
国

問合先 財団法人国際教育振興会
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-21
電話 03-3359-9620 FAX 03-3353-8908
http://www.iec-nichibei.or.jp
E-mail: benron@iec-nichibei.or.jp
月～金曜日 9～ 17：00

国際理解講座

日時 ２月２２日 （水）　18:30 ～　　

場所 プラザおでって　３F　大会議室　

参加費 無料　　　　要事前申し込み。
　　詳細はお尋ねください。

盛岡 海外の実例を基に食とエネルギーを考え
る。 講師 ・ 金子 千保氏。

主催・申込
問合先 ( 財 ) 盛岡国際交流協会

TEL 019-626-7524
http://www.e-morioka.com/~moriintl/top.html

/2 222011 ワン・ワールド・フェスタ in 宮古

日時 ２月５日 （日）　12:00 ～ 15:00　

場所 勤労青少年ホーム

内容 外国紹介ブース、 試食＆ティー
タイムコーナー、 卓球大会　など

連絡先 岩手県国際交流協会
TEL019-654-8900

/2 5

IELTS （アイエルツ） （英語力試験）

2012TOEFL テストスカラシッププログラム
応募締切　4 月 13 日 （金）

申込方法 英検 IELTSのホームページで受付。
試験日によって開催場所、 モジュー
ルが異なるので確認のこと。

各日程 最寄り会場・仙台の予定

受験会場 全国12都市 （最寄りの会場は仙台）
※会場は試験実施日によって異なる。

主催・申込
問合先

（財） 日本英語検定協会 IELTS 事務局
TEL  03-3266-6852
E メール  ielts@eiken.or.jp

詳細 試験内容、受験料、支払い方法等の詳細
についてはホームページをご覧ください。

ホームページ　http://www.eiken.or.jp/ielts/

アカデミック ・ モジュール
　受験生の英語力が、英語で授業を行う大学や大学院に入学で
きるレベルに達しているかどうかを評価する試験

ジェネラル ・ トレーニング ・ モジュール
　英語圏で学業以外の研修を考えている人やオーストラリア、カ
ナダ、ニュージーランドへの移住申請を行う人を対象とした試験。

試験日 ： ３月１０日 （土） 申込締切 ： 2 月 3日 （金）
試験日 ： ５月１２日 （土） 申込締切 ： 4 月 5日 （金）

※詳細はホームページをご覧ください。

説明会・試験（テスト）

/2 25

日時 ２月２５日 （土） 12:30 ～ 18:00

場所 東京国際フォーラム　展示ホール１

入場料 無料 / 予約不要 / 履歴書持参

対象者 ・ 日本及びアジア地域での就職を希望す
　る外国人留学生 ・ 日本人学生
・ 日本およびアジア地域での転職を希望
　する外国人 ・ 日本人
・ 海外から帰国の日本人学生

申込
問合先

詳細は、こちらのホームページを
ご覧ください。http://ajiajobfair.net/

第 12 回アジア人材
就職 ・ 転職説明会

「アジア人材就職 ・ 転職説明会」
総合受付TEL03-5423-0723

E メール　info@ajiajobfair.net

TOEFL テストを開発 ・ 運営する米国非営利教育団
体 ETS （Educational Testing Service） が、 2012 年、
大学 （院） への進学予定者を対象に TOEFL テスト
スカラシッププログラムを実施します。
■給付概要
給付人数 ： 5 名、 給付額 ： 1 名あたり 8,000US ドル
　※ 対象者の入学手続きを確認後、 8 月以降に授
業料の一部として給付されます。 返済不要。
■申請資格 ・ 要件、 申請の流れ、 選考の流れにつ
　いては、 ホームページ等をご覧ください。

国際教育交換協議会 (CIEE) 日本代表部　　
東京都渋谷区神宮前 5-53-67
　　CIEE　TOEFL 事業部
　　ETS　TOEFL テストスカラシッププログラム
TEL 03-5467-5477
E メール  etsscholarship@cieej.or.jp

http://www.cieej.or.jp/toefl/TOEFLscholarship.html
申
込
・問
合
先

日時 ３月８日 （木） 18:30 ～ 21:00
講演 18:30 ～、 夕食交流会 19:30 ～

場所 メトロポリタン盛岡ニューウィング
　メトロポリタンホール東南

盛岡

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 june@iwate-ia.or.jp

/3 24
地域のツアーガイドなど、 ボランティア
に励むアニー先生のお母さんと叔母さ
んがゲストに来ます。 日常の生活をお
話しして頂きます。

All about England
イギリスの母と叔母の日常生活

日時 ３月２４日 （土） 15:30 ～ 16:30

場所 NPO 善隣館

受講料 一回 2,100 円

盛岡

主催・申込
問合先

NPO 善隣館
TEL 019-654-1988
E メール　class@zenrinkan.com
盛岡市大沢川原 3-2-37

写真家の方々、国内報道各社のご協
力のもと、緊急支援や復興支援の様子
を皆様に伝える写真展です。

子どもだちの３ ・ １１
ユニセフ東日本大震災報告写真展

日時 ３月１日 （木） ～５日 （月）
　　　　　　　　10:00 ～ 17:00

場所 イオンモール盛岡
　　　　　　　２F イオンホール

参加費 無料

問合先 岩手県ユニセフ協会
TEL　019-687-4460
FAX　019-687-4491
Eメールsn.iunicef_iwate@todock.jp

盛岡

3/1
   ~5

/3 8
もっと知ろう！ポーランド
大使御夫妻を囲む感謝の夕べ

ちゃっとランド特別版

申込締切 2 月 25 日 （土） までに当協会まで。

参加費 5,000 円

主催 ： 岩手県国際交流協会
 岩手県ポーランド友好協会

岩手県 （予定）


	Jiengo-0203-01.pdf
	Jiengo-0203-02-.pdf

