賛助会員の募集と寄附のお願い
年会費

国際交流の輪を広げ外国人も住みやすい地域となるよ
３,０００円
① 個人会員 １口
う、 当協会の趣旨 ・ 目的に賛同してくださる 「賛助会員」
② 団体会員 １口 １０,０００円
の募集と、 当協会の事業を支えてくださる 「寄附」 をお
１,０００円
③ 学生会員 １口
願い致します。
新規ご入会ありがとうございました
皆様からの会費や寄附は、 県民の皆さんと外国人との
平成２６年１月～２月末日
交流 （ワン ・ ワールド ・ フェスタなど） や未来を担う若い
世代の育成 （いわて青年国際塾） など幅広い事業に活 【個人】 大竹 芙実 様、 他 1 名 【団体】 ジェイムズ英
会話 様 【学生】 小山田 優輔 様、他 1 名
用されています。
賛助会員へは講座やセミナーへの参加費割引や提携する旅行代理店における海外旅行割引などの特
典もあります。
寄附金は、 所得税 ・ 法人税 ・ 個人住民税の税法上における優遇措置があります。
皆様の温かいご支援を宜しくお願い致します。
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外国人定期相談
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

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。 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 をご記入のうえ、
「日本語版 jien go 4-5月号アンケート係」までお送りください。
抽選で３名様に、中国国家観光局の「消える筆記具フリクション・ボールペン」を
プレゼント。 （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。）
■

アンケート

締切：平成２６年 ５月１0 日（土）（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 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) 今後の発行や当協会についてなど、ご意見・ご要望をお寄せください。
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公益財団法人

困ったことがあるときは、 岩手県国際交流協会に相談してください。
在留資格のこと、 困っていること、 わからないことを相談できます。
外国人のご家族や知り合いの方からのご相談にも応じています。
お金はいりません。 秘密は守ります。

TEL：019-654-8900
E メール：consult@iwate-ia.or.jp
日本で車を
運転したい

窓口
毎日

9：00 ～ 21：30

日本語、 英語、 中国語で相談できます。
※他の言葉で相談したいときは、 聞いてください。
※英語、 中国語で対応できない場合もあります。

岩手県国際交流協会

ー

日本人の夫と別れた。
在留資格はどうなるの？

専門家に相談する
毎月第 3 水曜日

15：00 ～ 18：00

※在留資格のことなど、 専門の相談員に相談できます。 予約してください。

ආයුබෝවන්
ア

4 月からは
、フィ
リピン人在
住者向
けに英語で
の相談
もできるよ
うにな
る予定です
。

年をとったお母さん
を日本に呼びたい

※英語、 スペイン語は対応できない場合もあります。

9：00 ～ 21：30
年末年始、その他

スリランカから

日本語が話せない生徒が
入学した。どうしよう？

中国語： 火～金 12：30 ～ 18：30
韓国語： 水 15：00 ～ 17：00
英語、スペイン語： 土日 9：00 ～ 16：00

〒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 メール newsletter@iwate-ia.or.jp

開館時間
休 館 日

〒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メール newsletter@iwate-ia.or.jp
ホームページ http://www.iwate-ia.or.jp/

外国人のための相談窓口

外国語で相談する
編集・発行

編集・発行
公益財団法人岩手県国際交流協会
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アーユーボワン！みなさん“スリランカ”と
いう国はご存知ですか？もしかするとあまり
馴染みのない国という印象があるかもしれま
せん。私が昨年12月にスリランカを訪問した
際に、そこで見たもの、感じたことを、みなさ
んにお伝えしたいと思います。
スリランカは日本から直行便で約9時間。
インドの下にちょこんと浮かんでいる小さな
島国で、その大きさは東北6県とほぼ同じく
らい。スリランカの方は穏やかで優しく、笑
顔が素敵。国民の70％が仏教を信仰してい
る他、ヒンドゥ
ー教徒、イスラ
ム教徒、キリス
ト教徒が共に
生活しており、
街を歩けば多
くの寺院や宗
空港でも仏像がお出迎え
教施設、仏像
や神像に出会うことができます。ちなみに仏
像の前での記念撮影や、仏像に背を向け
ての撮影は厳禁。仏教施設に入る際には
肌の露出を控え、靴や帽子を脱ぐのがマナ
ー。観光であっても、その土地の文化や宗
教に敬意を表して生活することが必要なん
ですね。
そんなスリラ
ンカの主食は
カレー。日本の
カレーとは違
い、豆カレーの
具は豆、カニカ
レーの具はカ
様々な種類のカレーを少しずつお皿
ニ…という風に
に取りわけます。
具は一種類である事がほとんど。様々な種

ン

かつてセイロンと呼ばれていたスリランカの国
名はシンハラ語で、スリ＝光り輝く、ランカ＝島、
つまり「光輝く島」。スリランカってどんな所で
しょう？熊谷彬衣（よしえ）さん（独立行政法人 国
際協力機構（JICA）岩手県国際協力推進員）に
伺いました。3 回シリーズでご紹介します。

リュシティ
RÖSTI

アーユーボワン ＝ こんにちは（挨拶全般）

類のカレーを少しずつ取り分けて、右手を
使って食べます。慣れないと、手できれい
に食べることは意外と難しいものです。でも
スプーンを使
って食べるよ
り、手で食べる
方がおいしく感
じる！それは
気のせいでは
な く 、 「 手 で 感 慣れないと、なかなか上手く食べら
じる味覚」という れません。
のが本当にあるそうですよ。
そしてスリランカと言えば、紅茶。輸出量
は世界一を誇
り、日本で飲ま
れている紅茶
の多くもスリラ
ンカ産。茶畑の
様子は日本の
茶畑そのもの
ここスリランカから、日本の皆さん
で、遠く離れて へ紅茶を届けています。
いてもとても懐かしい気持ちになります。な
んだか、一気に身近な国に感じませんか？
冒頭の「アーユーボワン」とは、会う時も別
れる時もいつでも使えるスリランカでの挨拶
の言葉。この
時、両手を胸
元に当てて合
掌します。それ
では次回はスリ
ランカのファッ
ションや、子ど
も た ち の 様 子 日本では絶対に見られない標識。実
際に、野生の象にも会えました。
についてお伝
えします。アーユーボワン！

（スイス）

ジャガイモを使ったスイスの家庭料理「リ
ュシティ」（ロスティまたはレスティとも表
記）をご紹介します。
元はスイス・ベルン州の農村の朝食メニュ
ーだったそうですが、今ではスイスだけでは
なく西欧諸国で広く食べられています。
Guten Appetit!（グーテンアペティート／召し上がれ）

材 料（4人分）
ジャガイモ（中サイズ）…………………6個
バター（またはラード）………90g（大さじ6）
塩、黒コショウ…………………………適量

作り方
❶ジャガイモは皮付きのまま、8～10分茹で
る。少し柔らかくなったら（すっかり柔らかく
する必要はありません）、水を切りよく冷ま
す。

Tips

❷ ジャガイモの皮をむき、目の粗いおろし
金でおろし、塩少々を混ぜる。
❸ 大きなフライパンにバターを熱し、おろし
たジャガイモを入れ、黒コショウをふる。
❹ ジャガイモと油が混ざるように少し炒め、
表面をそっと押し付けてパンケーキ状に形
を整える。
❺ ジャガイモにしっかり火が通り、下面がき
つね色でカリッとなるまで、弱火から中火で
焼く。
❻ お皿に、リュシティの焼けた面を上側にし
て盛り付ける。放射状に切っていただく。
参考：A PROPER BREAKFAST
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・ 茹でたジャガイモは、 できれば 2 時間以上冷ました （または前日に茹でる） 方がお
ろし金でおろしやすくなります。
・ 写真のように両面を焼く作り方もあります。 その場合は、 工程③の後でもう片面をこん
がり焼きます。 フタをかぶせてフタごとひっくり返し、 フライパンにスライドさせるとやり
やすいです。
・ スライスした玉ねぎやハム、 ソーセージ、 チーズなどを混ぜるバリエーションも。
・ ジャガイモを茹でないで作るレシピもあります。
簡単なので、 いろいろ試してみてください。

フィリピン大使館
パスポート書換え業務

イベント・講座
英語絵本読み聞かせ
盛岡

4月12日（土）

英語がわからなくても大丈夫！聞くのが苦手
でも大丈夫！
■時間：10：00～10：45
■場所： アイーナ6階団体活動室2
■対象者：幼児～小学生までの親子
■参加費：年会費として500円（年5回開催しま
す）
■問合せ：プレシャスタイム絵本読みの会●
菊池（TEL：090-7933-0304）または本宮
（TEL：090-9740-6818）

外国人定期相談日
盛岡

4月16日（水）＆5月21日（水）

在留資格などについて、在住外国人からの相
談に応じます。秘密厳守・無料。（要予約）
■時間：15：00～18：00
■場所：アイーナ5階国際交
流センター
■問合せ：（公財）岩手県国
際交流協会（担当：大山）●
TEL：019-654-8900●Eメー
ル：consult@iwate-ia.or.jp

＆フェアトレード・デー
盛岡

5月10日（土）

外国人との交流会ちゃっとランドとフェアトレー
ド・デーがコラボ。外国の人とフェアトレードに
ついて考えてみませんか？
■会場： アイーナ5階国際交流センターおよ
び501会議室
■時間：後日決定
詳しくは当協会までお問い合わせく
ださい。
■問合せ：（公財）岩手県国際交流協
会●TEL：019-654-8900●Eメール：
chatland@iwate-ia.or.jp

盛岡

6月7日（土）

フィリピン大使館のパスポート書換え業務を盛
岡で実施します。
■時間：10：00～17：00
■場所： アイーナ6階 会議室602
■問合せ：
●高橋オフェリア（Ofelia） TEL：090-3125-0137
メール：pinaytiger@docomo.ne.jp
●西村セシリア（Cecilia） TEL：090-5847-6774
メール：ceznishimura@docomo.ne.jp
*****
■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】〒020-0045 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

第9回三陸を応援！
アイーナ復興バザー
盛岡

6月15日（日）

バザーを通して被災地を応援しよう！個人出
店ブースに沿岸からの出店ブース、アイーナ
ブース、福祉施設ブースが開設されます。
■時間：10：30～15：30
■場所：アイーナ4階 県民プラザ
■問合せ：アイーナ管理事
務室●TEL：019-606-1717
●Eメール：info@aiina.jp

第 10 回アイーナ復興バザー
10/5（日）に開催予定です。

AIU米国高校生国際交流プログラム
高校生外交官募集
全額支給奨学金。来日した米国高校生と、日
本国内で10日間の共同生活を通し、「高校生
外交官」として国際交流
を体験するエクスチェン
ジプログラム。
■応募締切：2014年4月
14日（月）必着
■実施期間：2014年7月28日（月）～8月9日
（土）
■会場：関西セミナーハウス（京都市左京区）
■申込書送付・問合せ：AIU高校生国際交流
プログラム事務局●〒130-8560東京都墨田
区錦糸1-2-4 アルカウエスト●TEL：
03-5819-8288●FAX：03-5619-2559●Eメー
ル：hsd@highschooldiplomats.org●
http://www.highschooldiplomats.org/（募集
資料のダウンロードができます。）

テイク・アクション・キャンプ・カナダ2014
参加者募集
海外の中高生と同じ部屋に泊まり、社会の課
題について共に学び、考え、話し合う一週間。
■場所：カナダのトロント郊外の専用キャンプ
宿舎
■日程：2014年7月31日（木）
～8月11日（月）
■対象：中学生以上
■一次募集締切：4月11日（金）
■二次募集締切：5月30日（金）※定員になり
次第締切
参加費がかかります。詳しくは下記問合せ先
まで。
■問合せ：認定NPO法人フリー・ザ・チルドレ
ン・ジャパン●TEL＆FAX：03-6321-8948●E
メール：info@ftcj.com●http://www.ftcj.com/
get-involved/workshop/tac.html#details

ホストファミリーに
なってみませんか？

日本語を教えてみませんか？
日本語サポーター募集

日本の家庭生活の体験を通じて、日本人との
交流を望んでいる外国人の方の宿泊（ホーム
ステイ）、または、訪問（ホームビジット）を
受け入れ、日本の文化や生活様式、習慣など
を紹介し、交流を図るホストファミリーになりま
せんか？

岩手県内には、約5,300人の外国籍の方が暮
らしています。日本語サポーターは、県内の
外国籍の方が日本語を学ぶお手伝いをする
ボランティアです。

■登録・問合せ
（公財） 岩手県国際交流協会
TEL：019-654-8900 FAX：019-654-8922
Eメール：homestay@iwate-ia.or.jp

現在、世界に学校に通えない子供は5,700万
人、文字の読み書きのできない大人は7億
7,400万人。その背景には、紛争や貧困、教
育への無理解や女の子など社会的弱者への
差別など、さまざまな問題が。そんな現状を世
界中の人が同時に学び、考えるイベント。
■申込締切：2014年5月18日（日）
■授業実施期間：2014年4月21日（月）～5月
18日（日）
■参加費：無料
■問合せ：「世界一大きな授業」事務局●
TEL：03-5481-0030●FAX：020-4662-2085
●Eメール：advocacy@plan-japan.org●
http://www.jnne.org/gce/

2014 TOMODACHI-MITSUI & CO.
LEADERSHIP PROGRAM
参加者募集
「起業家精神、イノベーション、産業振興」が
テーマ。日米の産業界および政府系部門の
35歳以下のリーダーから選ばれたメンバー各
国10名ずつが相手国を往訪し、1週間ぷポロ
グラムを通じて産業界および政府系部門のト
ップや有望なリーダーたちと交流。
【日本代表団】
■訪問期間：2014年9月7日（日）～14日（日）
■オリエンテーション：2014年6月26日（木）～
28日（土）
■応募期限：2014年4月18日（金）
詳しくは、下記URLまたは問合先にお問い合
わせください。
http://usjapantomodachi.org/ja/2014/03/11
040/
■問合せ：TOMODACHIイニシアチブ●
Noriko Litwin：nlitwin@wls2.com、または
Wes Stockstill：wstockstill@wls2.com

日本語指導の資格を取得された方、日本語
教育の講座を受講された方、外国人に日本
語を教えたことのある方にご登録いただいて
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するこ
ともできます。

青年海外協力隊 活動紹介パネル展

JICA短期ボランティア募集

■日時：2014年4月1日（火）～4月10日（木）
■場所：クロステラス盛岡 1階オープンスペ
ース（シルヴァンプラザ）

■募集期間：2014年5月7日（水）～6月4日（水）

岩手県出身の青年海外協力隊員が、世界の
発展途上国でどのような活動をしているの
か？どんな場所で、どんな生活をしているの
か？クロステラス盛岡でパネル展示を実施し
ます。開催中は、JICAの各種資料や国際協
力や海外ボランティアなどに関わる資料も設
置します。お近くへお越しの際は、ぜひ青年
海外協力隊 活動紹介パネル展にお立ち寄
りください。

詳しくは当協会にお問い合わせください。
詳しくは当協会にお問い合わせください。
http://iwate-ia.or.jp/?l=jp&p=2-4-hostfamily

世界一大きな授業2014
参加者募集

JICA デスクからのお知らせ

国際交流協会からのお知らせ

ホストファミリーになるには…
ご家族の同意を得て、当協会へ登録してくだ
さい。
※原則的に、一人暮らしの場合は、ホームビ
ジットのみの登録となります。

募集

多くの地域からの依頼に応えるため、県内各
地の方のご登録をお待ちしています。
■登録・問合せ
（公財）岩手県国際交流協会 石崎・斉藤
TEL：019-654-8900 FAX：019-654-8922
Eメール：nihongo@iwate-ia.or.jp
http://iwate-ia.or.jp/?l=jp&p=2-2-nihongo#s
uppo

国際交流・協力、多文化共生 ⇒ 地域活性化 ⇒ よりよい岩手に！
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、
当協会事業の趣旨・目的に賛同してくださる個人の方や団体の
「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、国際交流活動の推進を支援して
くださる方、あなたも賛助会員になりませんか？
■問合せ：公益財団法人 岩手県国際交流協会
TEL：019-654-8900 FAX：019-654-8922
Eメール：sanjo@iwate-ia.or.jp
http://iwate-ia.or.jp/?l=jp&p=4-2-supporting

青年海外協力隊・シニア海外ボランティア
募集説明会
■日時： 2014年4月6日（日） 10:00～12:30
2014年4月16日（水） 19:00～21:00
■場所：アイーナ5階 501会議室
（※平成26年度春募集期間：4月1日（火）～5
月12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
して世界の発展途上国で活躍して下さる方を
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。ぜひ応募した
い！という方も、迷っている…という方も、募集
説明会にお気軽にお越しください。
また16日の説明会は、岩手では初めての夜の
開催です。週末は都合が合わないという方、
お仕事帰りの方、どうぞお気軽にお越しくださ
い。
※事前申し込み、予約不要
※入退場自由、入場無料
※どちらの日程も、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。

1ヶ月～10ヶ月程度であれば参加できるという
方のために、青年海外協力隊とシニア海外ボ
ランティアの【短期派遣のボランティア制度】で
す。年に4回実施しており、2014年度第1回目
の募集を下記の日程で行います。
詳しくは下記ホームページ、またはＪＩＣＡ岩手
デスクまで
青年海外協力隊（20歳～39歳の方）
http://www.jica.go.jp/volunteer/application/
seinen/short/
シニア海外ボランティア（40歳～69歳の方）
http://www.jica.go.jp/volunteer/application/
senior/short/
■問合せ
JICA岩手デスク 熊谷
TEL：019-654-8911（直通）
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 国際交流センター、公益財団
法人岩手県国際交流協会内

情報紙Jiengoへの掲載情報の募集
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。
■連絡先：（公財）岩手県国際交流協会●TEL：
019-654-8900●FAX：019-654-8922●Eメー
ル：newsletter@iwate-ai.or.jp

