賛助会員募集のお知らせ
年会費

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、 団体の 「賛助会員」 を募集しています。
賛助会員には、 税法上の優遇措置が受けられる他、 協
会主催のイベントやセミナー参加費の割引など、 様々な
特典があります。
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？

国 際 交 流 情
報 紙

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

新規ご入会ありがとうございました

2013

平成２５年３月１日～４月末日

【個人】 佐藤 学 様、福田 靖一 様、太田 和男 様、 藤田
エリザベス アコスタ 様、菊地 洋 様 【学生】 伊藤 菜摘
様、皆川 幸穂 様 【団体】 山口北州印刷株式会社 様

6-7

寄附のお願い
市民レベルの草の根の国際交流 ・ 国際協力 ・ 多文化共生の
取組みを通して、 物心ともに豊かな郷土岩手づくりに寄与するた
め、 企業 ・ 団体 ・ 県民の皆様からの寄附を募集しております。
当協会へ寄附金を寄せられた方には、 所得税 ・ 法人税 ・ 個人
住民税の税制上の優遇措置があります。 皆様の温かいご支援を
よろしくお願いいたします。

日本語教室開設研修会in釜石
外国人に日本語を教えてみませんか？
当協会では、釜石市を会場に日本語教室を開くため
の研修会を開催します。
日本語を教えるのに必要な知識や方法を学んだあ
と、実際に「日本語教室」を開いて外国人に指導しま
す（教室での実践も講師がサポートします）。

アンケートのお願い
より良い紙面作りのためにアンケートにご協力ください。抽選で３名様に「フェアトレード
紅茶（ダージリン）」をプレゼント。ハガキ、FAX、Eメールに、①住所、②氏名、③電話番
号、④アンケートの回答を記載の上、「日本語版 jien go 6-7月号アンケート」係まで。（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。）

外国語が話せなくても大丈夫です。「日本語で日本
語を教える」技や工夫を学べます。
興味のある方は当協会までお気軽にお問い合わせく
ださい。

平成 25 年 7 月１日（月）（当日消印有効）

(１) 記事は役に立ちましたか？
※ その理由も教えてください。
① とても役に立った
② 役に立った
③ 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。

④ 全く役に立たなかった

程：事前研修 6/15（土）と 16（日）、6/22（土）と 23（日）
実地研修 6/30（日）～ 9/8（日）の毎日曜日（8/11 はお休み）

時
場

間：実地研修は 13:00‐17:00、その他は 10:30‐16:30
所 :釜石市保健福祉センター（6/15 ～ 7/28）
釜石市教育センター（8/4 ～ 9/8）
参加費：無料

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 国際交流センター
TEL 019-654-8900 FAX 019-654-8922
ホームページ http://www.iwate-ia.or.jp/
E-mail newsletter@iwate-ia.or.jp

開館時間
休 館 日

日

※実地研修期間中に、中間研修（7/27（土））と事後研修（9/7（土））を行います。

編集・発行

公益財団法人

〒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
ホームページ http://www.iwate-ia.or.jp/

平成２５年３月１日～４月末日

ノートブック型パソコン１台（NPO法人多言語センター
FACIL様）、ICレコーダー3台（認定NPO法人BHN（Basic
Human Needs）テレコム様）

在留資格 （ビザ） や日常の様々な困りごとや悩み事について専門の相談員がご相談に応じます。 予
約が必要です。 まずはお気軽にお電話ください。 ～秘密厳守 ・ 無料～
■ 日 時：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
■ 申込先：（公財）岩手県国際交流協会 TEL：019-654-8900

■ 締切

l Association

編集・発行
公益財団法人岩手県国際交流協会

ご寄贈ありがとうございました

外国人定期相談

アンケート
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この件に関する問合せはこちらまで
（公財）岩手県国際交流協会 （担当：斉藤）
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 アイーナ 5F 国際交流センター
TEL：019-654-8900 FAX：019-654-8922 E メール：nihongo@iwate-ia.or.jp

9：00 ～ 21：30
年末年始、その他

アロス コン ポジョ
ＡＲＲＯＺ ＣＯＮ ＰＯＬＬＯ

NEW FACES

アロス＝米、コン＝～と共に、ポジョ＝鶏肉。つまり、中南米風鶏の炊き込みご飯です。
5月18日に開催した「2013フェアトレードinいわて」では、ペルー出身の在原エリザベスさんに、フェアトレードのスパイス
を使って試食を作っていただきました。

今年度から岩手県国際交流協会に加わった新しい仲間をご紹介します。
加藤 俊明（かとう としあき） スタッフ
担当業務： 日本語サポーター、賛助会員
趣味： 家庭菜園、ブログ、スキー
今までの人生で沢山の
海外の人達に助けられ
てきました。
今度は、自分が海外か
ら岩手に来ている人た
ちの役に立つよう、頑
張っていきますので、
よろしくお願いします。

張 彭（チョウ ホウ） 国際交流補助員
中国黒竜江省出身
担当業務： 国際交流事業補助、通訳、翻訳、
窓口業務補助
趣味： ①食べること。特にチーズケーキ。
②本を読むこと。歴史の小説や、不思
議なことなどの本が好きです。
日本語のシャワーを浴
びながら、日本語のコ
ミュニケ―ション能力
を鍛えたいと思います。
将来はきっと素敵な女
性になれると信じてい
ます。

2010年に北上市、そし
て 4月に盛岡市に引っ越
してきたアンナです！
盛岡での新しいアルバ
イト、新しい生活でワ
クワクしています！新
しく岩手にきた外国人
に気軽に会いに来てく
ださいね！

作り方

アンナ マリ トマス 国際交流補助員
米国オレゴン州出身
担当業務： 国際交流事業補助、通訳、翻訳、
窓口業務補助
趣味： バードウォッチング、スノーシュージョギング
何も知らなかった自分
が今まで生活できたこ
とは、みなさんの助け
があったからだと思っ
ています。自分がもら
った色んな助けを色ん
な人に広げるように頑
張ります。

柳 東秀（ユ ドンス） 国際交流補助員
韓国ソウル出身
担当業務： 国際交流事業補助、通訳、翻訳、
窓口業務補助
趣味： 献血、散歩

生徒
募集
「日本語教室開設研修会 in 釜石」で、研修の一環として「日本語教室」を開きます。
この教室に参加して日本語を学びたい外国人の方は、当協会までお申し込みください。
（参加費無料）
■日程 /6/30（日）～ 9/8（日）の毎日曜日（8/11 はお休み）
■時間 /14:00‐16:00
■会場 / 釜石市保健福祉センター（6/30 ～）、釜石市教育センター（8/4 ～）
■問合せ /（公財）岩手県国際交流協会（担当：斉藤）
TEL：019-654-8900 FAX：019-654-8922 E メール： nihongo@iwate-ia.or.jp

材料

（8～10人分）

鶏もも肉…………………………大きめ6切れ
米（研がない）……………………………5合
水……………………………………4カップ
ビール………………………………１カップ
グリーンピース………………………1カップ
パプリカ（みじん切り）……………………1個
ニンジン（サイコロ切り）……………………1本
コリアンダーソース……………………1/2ビン
アヒ・アマリージョ…………適量（好みで調整）
※ 辛 味 の 少 な い 黄 色 い ト ウ ガ ラ シ を 使 っ た ス パイ ス

チキンスープの素…………………………1個
ニンニク（みじん切り）…………………大さじ3
玉ねぎ（みじん切り）……………………大１個
塩、コショウ、クミン………………………適量
サラダ油
＜コメント＞
お肉版パエリアのような炊き込みご飯。コリアンダーソース
はネット購入可。パウダーで代用も。

❶鶏肉に、塩、コショウ、クミン、ニンニク（少
量）で下味をつける。（1時間以上前に）
❷下味をつけた鶏肉に小麦粉をつける。フタ
のある鍋にサラダ油をしき、鶏肉にこんがり
と色がつくまで強火で炒める。（中まで火が
通らなくてもよい。）
❸鶏肉は取り出し
て、同じ鍋で、油
が足りなければ油
を足して、ニンニ
ク、玉ねぎを炒
め、コリアンダーソ
ース、アヒ・アマリ
ージョを入れて炒
める。更にグリーン
ピース、ニンジンを
入れて炒める。
❹③に米、水、ビー
ル、調味料（塩・コ
ショウ）を入れ（少
し濃いめの味付け
にしておく）、上に
②の鶏肉とパプリ
カをのせ、強火で
煮立てる。水が無
くなったら弱火に
する。全体で40分
を目安に炊く。

イベント・講座
グアテマラの文化
盛岡

6月8日（土）

南米を知って友達になろう！
■時間/10：30～12：00
■場所/アイーナ6F
■会費/300円
■問合せ/在原エリザベス
TEL090-4632-4796
Eメールtongoeri33@docomo.ne.jp

学習会「日ロ歴史家会議と
昨今のロシア事情」
盛岡

6月13日（木）

■時間/18：30～20：00
■場所/ホテル山王会議室
■問合せ/日ロ協会岩手支部
TEL019-623-1636
※詳しくはホームページをご覧ください。
http://nichiroiwate.yu-nagi.com/
第160回外国人との交流会

Shall we dance?
世界の音楽と踊りを楽しもう
盛岡

6月16日（日）

踊りの体験と音楽紹介。
アイーナ復興バザーと同時開催。
■時間/ ①11：00～ ハワイアンダンス
②13：00～ コロンビアの踊り
③14：00～ カポエィラ
■参加費/無料（自由参加）
■場所/アイーナ4Fアイーナスタジオ
■問合せ/岩手県国際交流協会
TEL019-654-8900
Eメールchatland@iwate-ia.or.jp

協会からのお知らせ

第7回アイーナ復興バザー
6月16日（日）

盛岡

■時間/10：30～15：30
■場所/アイーナ4階 県民プラザ
■問合せ/アイーナ2F管理事務室
TEL019-606-1717
※同時開催：インターナショナルバザール「国
際交流しながらお買いもの！」で、海外
の物品も販売します。

教育講演会「7カ国語で話そう」
6月21日（金）＆7月6日（土）

盛岡

多言語で育つ豊かなことばと人間性。お子様
連れ、ご家族、学生、社会人の方など、どなた
でも。（参加費無料）
※託児あり（0才より・無料・要申込）
■時間/ 6/21（金） 10：00～12：00
7/6（土） 14：00～16：00
■場所/アイーナ5F
■申込み・問合せ/ヒッポファミリークラブ
TEL0120-557-761/FAX03-5467-7040
ホームページhttp://www.lexhippo.gr.jp/

フィリピン大使館
パスポート業務in盛岡
6月29日（土）

盛岡

シンガポールの歴史や地理、 気候、 生活様
式、お祭り、家庭料理等を通して、シンガポー
ルの文化を学んでみませんか。 （全 3 回）
■内容 /12 日と 19 日 ： シンガポールの文化
を学ぼう、 26 日 ： 家庭料理作り
■時間 /10 ： 00 ～ 12 ： 00
■場所 / 盛岡市西部公民館 第 1 研修室
■費用 / 受講料 500 円＋食材費 1,000 円
■申込み /6 月 28 日 （金） 11 時から電話で受付
■問合せ / 盛岡市西部公民館
TEL643-2288

多言語サポーター通訳研修会
医療、 行政 ・ 教育関係の通訳研修会を
6 月末より盛岡市と一関市で開催する予
定です。 詳細については決まり次第、
当協会ホームページなどでご案内しま
す。 お楽しみに！

ワークショップをしてみませんか？

国人住民を対象とした日本語学習支援を行う

金を交付しています。平成25年度の対象事業

日本語教室を支援するため、日本語教室の

を次のとおり募集しますので、ふるってご応募

運営経費に対して助成金を交付します。平成

ください。

25年度の対象事業を次のとおり募集しますの

■助成額/協会が認定した助成対象経費の

間団体が行う県民が参加する国際交流・協

1/2以内の額で、10万円を限度
■助成対象事業/他の助成を受けていない事
業で、営利などを目的としていない事業
■募集期間/

第1回 2013年4月22日（月）～6月17日（月）

第１回：2013年4月22日（月）～6月17日（月）

第2回 2013年8月1日（木）～9月30日（月）

第２回：2013年8月1日（木）～9月30日（月）

※詳しくは、当協会にお問合せください。

※詳しくは、当協会にお問合せください。

■問合せ/岩手県国際交流協会

■問合せ/岩手県国際交流協会（担当：川村）

TEL019-654-8900（担当：川村）

国際理解講座シンガポール編

国際交流・協力・多文化共生活動
支援助成対象事業の募集

（公財）岩手県国際交流協会では、地域の外

■募集期間/

■時間/10：30～12：00
■場所/アイーナ6F
■会費/300円
■問合せ/在原エリザベス
TEL090-4632-4796
Eメールtongoeri33@docomo.ne.jp

■問合せ
・浅沼マリ（Mari）
090-4042-1221/mariasanuma@docomo.ne.jp
・高橋オフェリア（Ofelia）
090-3125-0137/pinaytiger@docomo.ne.jp
・西村セシリア（Cecilia）
090-5847-6774/ceznishimura@docomo.ne.jp

力・多文化共生活動に要する経費に対し助成

4/5以内の額で8万円を限度

6月22日（土）

■時間/9：00～17：00
■場所/アイーナ8階816会議室と817会議室
■書類等は、（公財）岩手県国際交流協会
でも受け付けます。【送付先住所】〒0200045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1、
いわて県民情報交流センター（アイーナ）
5F 国際交流センター内

（公財）岩手県国際交流協会では、県内の民

■助成額/協会が認定した助成対象経費の

盛岡

盛岡 7月12日（金）、19日（金）、26日（金）

日本語教室運営支援助成金
対象事業の募集

で、ご応募ください。

ラテンアメリカのフォルクローレ

TEL019-654-8900

多文化共生を考える3つの教材「いわて国際
理解ハンドブック 世界はともだち」を使って、
ワークショップを開催しませんか？学校や地
域活動、総合学習、道徳、人権教育などでも
活用できます。詳しくは、当協会にお問い合
わせください。
いわて国際理解ハンドブック

世界はともだち

シリーズ

日本語サポーター募集
外国人に日本語を教えてみませんか？
県内在住の外国籍の方が日本語学ぶお手伝
いをするボランティアを募集中です。
日本語指導の資格のある方、日本語教育の
講座を受講したことのある方、外国人に日本
語を教えたことのある方、ご登録をお待ちして
います。
また、資格や経験がない方は会話サポーター
として、会話練習のサポートをしていただくこと
もできます。
■問合せ/岩手県国際交流協会（担当：加藤）
TEL019-654-8900
Eメールnihongo@iwate-ia.or.jp

国際社会で活躍する次世代の人材育成を目
的とする「いわて青年国際塾」に参加しません
か？8月12日から開催予定の日米学生会議
への参加も予定しています。詳しくは、当協会
にお問い合わせください。
■対象/高校生や大学生など10～20代の青年
■日程/2013年7月から開催予定
■場所/アイーナ他
■問合せ/岩手県国際交流協会（担当：宮）
TEL019-654-8900
Eメールjuku@iwate-ia.or.jp

募集
東京外国語大学オープンアカデミー

「多言語・多文化社会専門
人材養成講座」受講者募集
1．多文化社会コーディネーターコース
開講期間/2013年8月23日から全9日間
2．コミュニティ通訳コース
開講期間/2013年8月23日から全7日間
※詳細はホームページをご覧ください。
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/
■応募締切/2013年6月30日（日）必着
■会場/東京外国語大学 府中キャンパス
■問合せ/多言語・多文化教育研究センター
TEL042-330-5455
Eメールkoza2013@tufs.ac.jp

One Minute Videoコンテスト
作品募集
世界へ届けよう一分間の映像メッセージ。応
募無料。詳細は、日本ユニセフ協会内の特設
ページをご覧ください。
http://www.unicef.or.jp/oneminute/index.html
■テーマ/「地球市民になろう」～見つめよう、
自分のこと、地球のこと～
■作品募集期間/2013年7月1日（月）まで
■作品応募資格/小中高生及び大学生、なら
びに本業として映像作成に関わっていない
一般のアマチュアの方
■応募先/（公財）日本ユニセフ協会学校事業
部内、One Minute Videoコンテスト事務局
TEL03-5789-2014/FAX03-5789-2034
Eメールse-jcu@unicef.or.jp

他団体からのお知らせ
教育文書等無料翻訳のお知らせ
ボランティアが中心となり、無料で学校のプリ
ントや地域の回覧版を翻訳する活動をしてい
ます。（行政文書や商用文書を除く。）お困り
の方はご一報ください。
■問合せ/アジア日本相互交流センター・ICAN
TEL＆FAX052-253-7299
Eメールinfo@ican.or.jp
ホームページhttp://www.ican.or.jp/

世界はともだち
教材1 市役所はどこでがんす？
教材2 ちがいのちがい
教材3 走る男～1枚の写真
が語るもの～
教材4 外 国 時 を ゲ ス ト に 招
いた国際理解教室
教材5 オードリーからのメッ
セージ 他

世界はともだち ２

いわて青年国際塾
受講生募集

外国人との交流会 「ちゃっとランド」 は 7
月 20 日 （土） にも開催予定です。
詳細は追って当協会の HP などでご案内し
ます。 お楽しみに！

教材1 じゃじゃじゃじゃ
教材2 「ガイジン」がやって
きた！
教材3 ディエゴの物語
～海をこえてきた転
校生他

世界はともだち ３
教材 駆けぬけた男
～フィニッシュテープの
その先に～

語学・試験
J.TEST実用日本語検定
7月14日（日）
外国人のための日本語力テスト。
■申込締切/6月19日（水）
■問合せ/日本語検定協会・J.TEST事務局
TEL03-6273-1814/FAX03-6273-1815
ホームページhttp://j-test.jp/

ビジネスJ.TEST
7月14日（日）
仕事に使える日本語。日本語上級者向け。
■申込締切/6月19日（水）
■問合せ/日本語検定協会・J.TEST事務局
TEL03-6273-1814/FAX03-6273-1815
ホームページhttp://j-test.jp/

情報紙Jiengoへの掲載情報の募集

■問合せ/岩手県国際交流協会（担当：船越）
TEL019-654-8900
Eメールweb-info@iwate-ia.or.jp

国際交流・協力・多文化共生に関するイベント・
講演・講座・募集などの情報を情報紙Jiengoに
掲載しませんか？掲載ご希望の方は当協会ま
でご連絡ください。
TEL019-654-8900/FAX019-654-8922
Eメールnewsletter@iwate-ai.or.jp

