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　災害時の外国人被災者の支援を迅速かつ円滑に行う体制づくりを目指して、岡山県災害救援専門ボランティア（通訳・翻
訳）と災害時の外国人支援に関心のある県民を対象に研修会を開催し、外国人７か国９名を含む５２名が参加しました。
　岡山県の地形の特徴や災害への備え、災害時に役立つやさしい日本語について学ぶとともに、避難所での通訳や災害時
多言語支援センターでの翻訳といった実際の活動内容を想定した訓練に取り組みました。この研修会は、災害救援専門ボラ
ンティア（通訳・翻訳）の養成も兼ねており、新たに５名の災害救援専門ボランティアが誕生しました。

避難所通訳の体験

講師の土井 佳彦氏

災害時多言語支援センターでの翻訳活動を体験

災害救援専門ボランティア（通訳・翻訳）研修事業
第２回「外国人と共に学ぶ災害時対応」研修会

（詳細は、次ページをご覧ください。）

２月２２日（土）講師：ＮＰＯ法人多文化共生マネージャー全国協議会 代表理事　土井 佳彦氏
共催：岡山県、岡山市、岡山ロータリークラブ　■編集・発行

〒700－0026 岡山市北区奉還町2－2－1
岡山国際交流センター内
一般財団法人 岡山県国際交流協会
　086－256－2000（月～土　9:00～17:30）
　086－256－2226
ホームページ: http://www.opief.or.jp
　 Facebook: https://www.facebook.com/coolopief/
　 T w i t t e r: https://twitter.com/opief_okayama
E-mail: kokusai@opief.or.jp

協会HP

問 
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せ

一般財団法人 岡山県国際交流協会
　企画情報課 企画情報班
　　　　　☎086－256－2914
　総務課　☎086－256－2000

（月～土　9：00～17：00）

（月～土　9：00～17：30）

受付管理班 ☎086－256－2905（9：00～18：00）会議室等の予約

［休館日］12月29日～1月3日及び臨時休館日（ただし日曜日は貸室業務以外休み）

こちらの
二次元コードを読み取り、
動画をご覧ください。

協会「子ども日本語学習サポーター」登録者の継続的なスキ
ルアップのための研修会を開催します。

●と　き　令和２年８月９日（日）
●ところ　岡山国際交流センター 会議室等
●対　象　協会「子ども日本語学習サポーター」
　　　　　登録者及び新規登録者
●参加費　無料　　●定　員　12名（要申込み）
●申込み　企画情報課

9日（日）
子ども日本語学習サポーター研修会

8月

英会話を楽しみましょう。

●と　き　令和２年９月１９日（土）または９月２６日（土）　
●ところ　岡山国際交流センター ７階 多目的ホール
●対　象　簡単な日常英会話ができる方
●参加費　協会会員、外国人、高校生以下 無料
　　　　　一般 ２，０００円
●定　員　６０名（要申込み）　　●問合せ　企画情報課　

19日（土）または26日（土） 英語で話そう
えい　ご　　　 はな

えいかい わ　　たの

9月
れい  わ　 ねん　がつ　　にち　 ど　　　　　　　がつ　  にち　 ど

にち　 ど にち   ど

おかやま こく さい こうりゅう　　　　　　　 かい　 た もく てき

たい　  しょう

さん  か  ひ

かんたん　  にちじょうえいかい わ　　　　　　 かた

きょうかいかいいん  がいこく じん　こう こうせい い　か　 む りょう

いっ ぱん　　　　　  えん

てい　  いん めい　ようもうし こ き  かく じょうほう  かといあわ

在住外国人を支援するために必要な知識を身につけます。

●と　き　令和2年9月6日（日）または9月12日（土）
　　　　　養成講座：１０：３０～１２：３０
　　　　　研 修 会：１３:３０～１６：３０
●ところ　岡山国際交流センター ７階 多目的ホール
●内  容　講義、ワークショップ、交流会
●登　録　講座を修了された方は、希望により岡山県の
　　　　　「地域共生サポーター」に登録できます。
●参加費　無料　　　●定　員　30名（要申込み）
●共　催　岡山県　　●申込み　企画情報課

6日（日）または12日（土）
地域共生サポーター養成講座・研修会

9月

一般財団法人岡山県国際交流協会では会員を募集しています。
☆会員の特典
　●会報誌「おかやま国際交流」による国際交流情報の提供（年４回）
　●メールマガジンの配信（月１回）
　●協会主催事業への参加費割引（団体会員は１団体２名までを割引）
　●入会時に記念品をプレゼント

☆年会費
　 個人会員：  2,000円　　団体会員：10,000円　
　 賛助会員：30,000円

☆申込み・問合せ　総務課まで
　TEL:086-256-2000 ※９：00～１７：30（月～土曜日）
　

会員募集

E V E N T  C A L E N D A R

イベントカレンダー
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今後
の状況により、変更または中止になる可能性が
あります。あらかじめご了承ください。
　最新情報は当協会のホームページをご確認く
ださい。

新業務執行理事・事務局長就任のお知らせ
令和2年6月11日付で、協会の業務執行理事・事務局長に

福 本 正 弘
が就任しました。前任者同様、何卒よろしくお願いいたします。

岡山県国際交流協会では、ウェブサイトで
さまざまな情報を発信しています。

おかやま けん こく  さい こう りゅうきょうかい

じょうほう　　 はっ しん

「外国人のための岡山生活情報ハンドブック」（7言語）
がいこく じん　　　　　　  おかやませいかつじょうほう げん ご

外国人が生活で必要なことをまとめています。
がいこく じん　  せいかつ　 ひつよう

「岡山多文化共生マップ」（６言語）
おかやま  た ぶん か きょうせい げん ご

外国人の生活に必要なことを、地図を使って探す
ことができます。

がいこく じん　   せいかつ　 ひつよう　　　　　　　ち　ず　　つか　　　さが

「晴れの国岡山 Welcome to Okayama」（4言語）
は　　　   くにおかやま げん ご

外国人が岡山の良いところをレポートしています。
がいこく じん　  おかやま　　 よ



災害救援専門ボランティア（通訳・翻訳）研修事業
第２回「外国人と共に学ぶ災害時対応」研修会

２月２２日（土）

　今年度で４年目の共催となる岡山ロータリークラブの会長 
清水 信義氏、共催の岡山市を代表して国際課課長代理 
有森 一雄氏が開会の挨拶をし、幕を開けました。
　はじめに、岡山県国際課主幹の大深 元裕氏が、岡山
県における在留外国人の状況と災害救援専門ボランティア
の制度や活動内容について説明を行いました。
　続いて、岡山市危機管理室
防災対策担当係長の髙橋 桂
氏は「岡山の災害を知る」と
題して、平成３０年７月豪雨災
害における岡山市の被害事例
の紹介や、岡山の地形の特徴
を踏まえた災害への備えについ
て講義をしました。
　「災害時に役立つやさしい日本語」の講義・ワークショッ
プでは、講師の土井 佳彦氏が、外国語ができなくても外
国人とコミュニケーションをとることのできる「やさしい日本語」
について説明をしました。その後、グループに分かれて、外
国人に「避難所利用者登録票」の書き方をやさしい日本
語で説明する練習に取り組みました。これまでに「やさしい
日本 語」がどう
いうものかよく知
らなかったという
参 加 者が 多く、
大変有意義な研
修となりました。
　昼 食 に は 非
常 食 体 験 とし
て、アルファ米
のわかめご飯と

クラッカーを試食
しました。
　午後からは、引
き続き土井 佳彦
氏を講師に、「災
害時の外国人対
応」と題して災害
時の通訳・翻訳
に関する実践的
な訓練に取り組み
ました。参加者は、
①行政職員が外国人に「り災証明申請書」について説明
する際の通訳、②行政職員が外国人に避難所生活の注意
事項を説明する際の電話通訳（三者通話）、③災害時多
言語支援センターにおける緊急情報の翻訳、④災害時多言
語支援センターから依頼を受けての在宅翻訳から２つを選び
体験しました。参加者には「実際の災害時に活動がイメー
ジできた」「通訳・翻訳として活動できるレベルにあるか実
感できた」と好評でした。
　研修会を通じて、災害時における外国人支援の体制づく
りや語学のスキルアップなど、平時にしておくべき備えの重
要さを認識しました。また多様な国籍の参加者と意見交換を
することで、災害時の支援のあり方について考えを共有する
貴重な機会となりました。

特集
1

岡山ロータリークラブ会長
清水 信義氏

岡山市国際課課長代理
有森 一雄氏

岡山市危機管理室　髙橋 桂氏

土井 佳彦氏による講義の様子

在宅翻訳の体験

グループで通訳体験の感想を話し合う

令和２年度  一般財団法人岡山県国際交流協会
年間行事予定表
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2
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予定月 行 事 名 開催予定日

4月 【中止】ボランティア研修会 4月21日（火）

６月
【中止】留学生と県民との交流会 6月21日（日）

【中止】英語による絵本の読み聞かせ会 6月28日（日）

8月 子ども日本語学習サポーター研修会 8月9日（日）

9月
地域共生サポーター養成講座・研修会 9月6日（日）または9月12日（土）

英語で話そう　 9月19日（土）または9月26日（土）

10月
国際貢献・協力セミナー 10月11日（日）または10月17日（土）

岡山を知ろう交流バスツアー 10月25日（日）または11月1日（日）

11月

海外マガジンリサイクル 11月2日（月）～ 11月14日（土）

日本語ボランティアスキルアップ研修会　 11月14日（土）または 11月21日（土）

英語による絵本の読み聞かせ会 11月28日（土）

12月

地球市民講座　 12月6日（日）

NEW SDGs*推進事業 12月12日（土）

留学生と県民との交流会 12月19日（土）

令和3年
1～3月 国際貢献NGOフェア １月～3月

1月

多文化共生コミュニケーションサポーター研修会① 1月15日（金）

多文化共生コミュニケーションサポーター研修会② 1月16日（土）

多文化共生コミュニケーションサポーター研修会③ 1月22日（金）

2月
やさしい日本語 2月13日（土）または2月27日（土）

日本文化体験・交流会 2月23日（火・祝）

予定月 行 事 名

令和3年 
1～2月 ボランティア研修会

未定 「外国人と共に学ぶ災害時対応」研修会

【月別事業】

【今年度行うその他の事業】    

＊SDGs とは、持続可能な開発目標で、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す 17 の目標のこと。
　2015 年 9 月の国連サミットで採択された。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事は
変更・中止になる可能性があります。
最 新 情 報 は、当 協 会 の ホ ーム ペ ー ジ や
Facebook、Twitter で随時更新します。

Ｈ Ｐ Facebook Twitter



　行政窓口や学校、医療機
関等で外国人と日本人のコ
ミュニケーションを通訳として
サポートする「多文化共生コ
ミュニケーションサポーター」。
延べ４９名の参加者のもと研
修会を開催しました。
　第１回は「コミュニティ通
訳・基礎編」として、概念

や心得を学び、リプロダクション＊等の通訳練習法に挑戦
しました。岩本先生の経験を交えた説明からはリアルな現
場が伝わり、語学力や対人力などさまざまな能力と技術が
必要だと分かりました。「勝手に足さない、引かない、変え
ない」からは通訳の役割、責任の重さを感じました。
　第２回は「コミュニティ通訳・実践編」として、事前準
備の重要性と方法を教わり、先生が用意したシナリオを用
いて実践練習をしました。参加者は互いに意見を交わしな

がら集中して取り組
み、状況判断の大
切さや豊富な語い・
表現の必要性を学
びました。
　第３回は「コミュ
ニティ通 訳・医 療
部門」として医療機
関等での通訳の適切な立ち位置を学び、実践練習では専
門用語が飛び交う場で必要とされる準備や技術について
知識を深めました。
　参加者からは「語学ができる＝通訳ができる、ではない
ことを知った」「どんなリソースを活用するかとても参考になっ
た」「双方にきちんと伝わる通訳が求められ、対応能力の
必要性を学んだ」「今後学びたいことや必要な知識が分
かった」などの声が聞かれました。
＊リプロダクション：聞いた文をいったん記憶し、同時ではなく文が終わって
　　　　　　　　からそのまま繰り返す練習法
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ボランティア研修会 １月２５日（土）

講師：多文化共生センターひょうご 代表　北村 広美氏

講師：公益財団法人ひろしま国際センター 日本語常勤講師　犬飼 康弘氏
共催：岡山県

　「『やさしい日本語』の
基礎」というテーマで開催
しました。
　犬飼氏は、やさしい日
本語は阪神淡路大震災を
きっかけに災害情報を「迅
速に」「正確に」「簡潔に」
外国人被災者に伝えるた
め提案されたことや、言葉
の存在はコミュニケーショ
ンができず不便なだけでなく、命に関わることがあると話し
ました。また専門用語や知識、情報が必要な場合は、やさ
しい日本語にできない場合があると述べました。
　トレーニングでは、各グループでやさしい日本語の文章問
題に挑戦しました。必要な情報は補う、あいまいな表現・
二重否定は避ける、外来語には注意する、一文の情報を
少なくするなど教わったポイントを踏まえ、活発な意見を交
わしながら考え発表しました。
　４４名の参加者からは「地域で外国人向け防災訓練を
するのに役立つヒントになった」「やさしい日本語は外国人
にも日本人にもやさしい言葉だと知った」などの感想が寄
せられました。

国際貢献NGOフェア １月９日（木）～３月２8日（土）

　当協会ボランティア登
録者を対象に地域での多
文化共生の広がりについ
て考える研修会を開催し、
中国人、ベトナム人を含
む２３名が参加しました。
　参加者は、講師の北村
氏から在住外国人の状況
や移民問題、医療保険、
外国人犯罪に対する誤解
などについて講義を受けました。その後、４つのグループに
分かれ、「幼稚園と保育園の違い」「防災・災害情報」
などを外国人に分かりやすく伝えるためにはどうすればいい
か考え、発表しました。
　「外国人に何かをしてあげるのではなく、私たち日本人も
彼らに助けられ、支えられていく世の中になっていく中で、

自分のできることを改めて考えていきたい」「自助や公助の
力量が大切だと分かったが、具体的には何から始めて広げ
ていけばいいのかという課題は大きいと思った」などの感想
がありました。ボランティア活動への認識を広げ、これから
の活動について考える時間を持つことができました。

やさしい日本語研修会 ２月８日（土）

トレーニングの様子

犬飼氏の講義に耳を傾ける参加者

多文化共生コミュニケーションサポーター研修会
１月１０日（金）、１月１１日（土）、１月１７日（金）

講師：特定非営利活動法人多言語社会リソースかながわ（MIC かながわ）理事、ポルトガル語通訳、
　　　通訳コーディネーター　岩本 弥生氏

講師の岩本 弥生氏

実践練習

グループ別で話合い

　県民への国際貢献・国際協力等への
理解を促進する目的で、岡山県内のNGO
団体による活動内容のパネル展示（８団
体）や講演会（１団体）を開催しました。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、３月５日（木）以降の予定は中止
しました。

展示団体展示期間

１月  ９日（木）～１月１５日（水）

１月１６日（木）～１月２２日（水）

１月２３日（木）～１月２９日（水）

１月３０日（木）～２月  ５日（水）

２月  ６日（木）～２月１２日（水）

２月１３日（木）～２月１９日（水）

２月２０日（木）～２月２６日（水）

２月２７日（木）～３月  ４日（水）

３月  ５日（木）～３月１１日（水）

３月１２日（木）～３月１８日（水）

３月１９日（木）～３月２５日（水）

ＮＰＯ法人岡山県国際団体協議会(COINN)

ダフェプロジェクト

日中友好協会岡山支部

認定ＮＰＯ法人日本・ミャンマー医療人育成支援協会

日本ボーイスカウト岡山連盟

岡山青年国際交流会

岡山ユネスコ協会

NPO法人国際協力研究所・岡山

ＮＰＯ法人岡山日本語センター（OJC）

岡山エスペラント会

岡山発国際貢献推進協議会

展示スケジュール

岡山ユネスコ協会展示（２月２０日～２６日） 岡山青年国際交流会講演会での
平成31年度海外派遣事業参加者の発表（２月１５日）

講師 北村 広美氏

講師の犬飼 康弘氏

中止

団体名／開催内容日　　程

２月１５日（土）

２月２９日（土）

３月２２日（日）

３月２８日（土）

岡山青年国際交流会／
「内閣府青年国際交流事業」説明会
～船・航空機による日本青年海外派遣～（参加者：１５名）

NPO法人国際協力研究所・岡山／
「プレ設立１０周年“ESD for SDGs by ICOI”
 活動報告及び講演会」

ダフェプロジェクト／
「多文化共生社会を考えよう」

NPO法人岡山日本語センター（OJC）／
令和元年度第２回日本語教育研修会

「外国人労働者の現状について」　

中止

中止

中止中止

中止

こちらの二次元コードを
読み取り、動画を
ご覧ください。



　行政窓口や学校、医療機
関等で外国人と日本人のコ
ミュニケーションを通訳として
サポートする「多文化共生コ
ミュニケーションサポーター」。
延べ４９名の参加者のもと研
修会を開催しました。
　第１回は「コミュニティ通
訳・基礎編」として、概念

や心得を学び、リプロダクション＊等の通訳練習法に挑戦
しました。岩本先生の経験を交えた説明からはリアルな現
場が伝わり、語学力や対人力などさまざまな能力と技術が
必要だと分かりました。「勝手に足さない、引かない、変え
ない」からは通訳の役割、責任の重さを感じました。
　第２回は「コミュニティ通訳・実践編」として、事前準
備の重要性と方法を教わり、先生が用意したシナリオを用
いて実践練習をしました。参加者は互いに意見を交わしな

がら集中して取り組
み、状況判断の大
切さや豊富な語い・
表現の必要性を学
びました。
　第３回は「コミュ
ニティ通 訳・医 療
部門」として医療機
関等での通訳の適切な立ち位置を学び、実践練習では専
門用語が飛び交う場で必要とされる準備や技術について
知識を深めました。
　参加者からは「語学ができる＝通訳ができる、ではない
ことを知った」「どんなリソースを活用するかとても参考になっ
た」「双方にきちんと伝わる通訳が求められ、対応能力の
必要性を学んだ」「今後学びたいことや必要な知識が分
かった」などの声が聞かれました。
＊リプロダクション：聞いた文をいったん記憶し、同時ではなく文が終わって
　　　　　　　　からそのまま繰り返す練習法
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事業報告

2020.❻

ボランティア研修会 １月２５日（土）

講師：多文化共生センターひょうご 代表　北村 広美氏

講師：公益財団法人ひろしま国際センター 日本語常勤講師　犬飼 康弘氏
共催：岡山県

　「『やさしい日本語』の
基礎」というテーマで開催
しました。
　犬飼氏は、やさしい日
本語は阪神淡路大震災を
きっかけに災害情報を「迅
速に」「正確に」「簡潔に」
外国人被災者に伝えるた
め提案されたことや、言葉
の存在はコミュニケーショ
ンができず不便なだけでなく、命に関わることがあると話し
ました。また専門用語や知識、情報が必要な場合は、やさ
しい日本語にできない場合があると述べました。
　トレーニングでは、各グループでやさしい日本語の文章問
題に挑戦しました。必要な情報は補う、あいまいな表現・
二重否定は避ける、外来語には注意する、一文の情報を
少なくするなど教わったポイントを踏まえ、活発な意見を交
わしながら考え発表しました。
　４４名の参加者からは「地域で外国人向け防災訓練を
するのに役立つヒントになった」「やさしい日本語は外国人
にも日本人にもやさしい言葉だと知った」などの感想が寄
せられました。

国際貢献NGOフェア １月９日（木）～３月２8日（土）

　当協会ボランティア登
録者を対象に地域での多
文化共生の広がりについ
て考える研修会を開催し、
中国人、ベトナム人を含
む２３名が参加しました。
　参加者は、講師の北村
氏から在住外国人の状況
や移民問題、医療保険、
外国人犯罪に対する誤解
などについて講義を受けました。その後、４つのグループに
分かれ、「幼稚園と保育園の違い」「防災・災害情報」
などを外国人に分かりやすく伝えるためにはどうすればいい
か考え、発表しました。
　「外国人に何かをしてあげるのではなく、私たち日本人も
彼らに助けられ、支えられていく世の中になっていく中で、

自分のできることを改めて考えていきたい」「自助や公助の
力量が大切だと分かったが、具体的には何から始めて広げ
ていけばいいのかという課題は大きいと思った」などの感想
がありました。ボランティア活動への認識を広げ、これから
の活動について考える時間を持つことができました。

やさしい日本語研修会 ２月８日（土）

トレーニングの様子

犬飼氏の講義に耳を傾ける参加者

多文化共生コミュニケーションサポーター研修会
１月１０日（金）、１月１１日（土）、１月１７日（金）

講師：特定非営利活動法人多言語社会リソースかながわ（MIC かながわ）理事、ポルトガル語通訳、
　　　通訳コーディネーター　岩本 弥生氏

講師の岩本 弥生氏

実践練習

グループ別で話合い

　県民への国際貢献・国際協力等への
理解を促進する目的で、岡山県内のNGO
団体による活動内容のパネル展示（８団
体）や講演会（１団体）を開催しました。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、３月５日（木）以降の予定は中止
しました。

展示団体展示期間

１月  ９日（木）～１月１５日（水）

１月１６日（木）～１月２２日（水）

１月２３日（木）～１月２９日（水）

１月３０日（木）～２月  ５日（水）

２月  ６日（木）～２月１２日（水）

２月１３日（木）～２月１９日（水）

２月２０日（木）～２月２６日（水）

２月２７日（木）～３月  ４日（水）

３月  ５日（木）～３月１１日（水）

３月１２日（木）～３月１８日（水）

３月１９日（木）～３月２５日（水）

ＮＰＯ法人岡山県国際団体協議会(COINN)

ダフェプロジェクト

日中友好協会岡山支部

認定ＮＰＯ法人日本・ミャンマー医療人育成支援協会

日本ボーイスカウト岡山連盟

岡山青年国際交流会

岡山ユネスコ協会

NPO法人国際協力研究所・岡山

ＮＰＯ法人岡山日本語センター（OJC）

岡山エスペラント会

岡山発国際貢献推進協議会

展示スケジュール

岡山ユネスコ協会展示（２月２０日～２６日） 岡山青年国際交流会講演会での
平成31年度海外派遣事業参加者の発表（２月１５日）

講師 北村 広美氏

講師の犬飼 康弘氏

中止

団体名／開催内容日　　程

２月１５日（土）

２月２９日（土）

３月２２日（日）

３月２８日（土）

岡山青年国際交流会／
「内閣府青年国際交流事業」説明会
～船・航空機による日本青年海外派遣～（参加者：１５名）

NPO法人国際協力研究所・岡山／
「プレ設立１０周年“ESD for SDGs by ICOI”
 活動報告及び講演会」

ダフェプロジェクト／
「多文化共生社会を考えよう」

NPO法人岡山日本語センター（OJC）／
令和元年度第２回日本語教育研修会

「外国人労働者の現状について」　

中止

中止

中止中止

中止

こちらの二次元コードを
読み取り、動画を
ご覧ください。
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講師：一般財団法人熊本市国際交流振興事業団 事務局次長　勝谷 知美氏

事業報告

　県内の国際交流団体が
相互の連携を図りながら、
情報交換などを行う岡山県
地域国際化推進団体連
絡協議会において研修会
を実施し、構成団体職員
２０名が参加しました。
　「災害時の外国人支援」
と題して、講師の勝谷氏
から平成２８年４月に発生し
た熊本地震の際の避難所巡回や災害時多言語支援セン
ターでの情報発信などについて実例に基づいた話がありま

した。また、熊本地震や令
和元年佐賀豪雨の対応の
教訓から、在住外国人に防
災メール登録を促し安否確
認ができるような仕組みや、
職員が外国人の集まる場所
に出向き外国人コミュニ
ティーとのつながりを持つなど、事前対策の紹介もありました。
　参加者からは「外国人被災者の支援のために日頃から
の備えが必要だと実感した」「災害時の外国人支援は自
分の市でも課題なので、今後の対応の参考にしたい」な
どの感想がありました。

岡山県地域国際化推進団体連絡協議会 ２月１４日（金）

講演の様子

令和２年度「日本語教室開設・活動支援事業」助成金募集
県内在住外国人にボランティアで日本語を教える活動を推進するため、日本語教室を新規に開設する団体及び既存の日
本語教室で質的向上や拡充を図る団体等に対して助成を行いますので、ご活用ください。

県内に住所を置き、月２回以上、定期的かつ自主的に、地域に在住する外国人を対象とした日本語教室を運
営、または運営しようとしている個人または団体対象団体

在住外国人支援を目的としたボランティアによる日本語教室の開設または質的向上や拡充を図る事業で、原
則として令和３年２月末までに実施する事業対象事業

１事業につき上限３万円助成金額

申請書様式を協会のホームページからダウンロードし、郵送または持参。
詳細（実施要項、募集要項）はホームページをご覧ください。申請方法

企画情報課（ＴＥＬ：０８６‒２５６‒２９１４）問合せ

H P

令和２年度「日本語教室開設・活動支援事業」
日本語教室開設サポート制度のご案内

県内在住外国人にボランティアで日本語を教える活動を推進するため、協会登録の日本語教室開設支援サポーターがア
ドバイスや教室見学の受入れを行いますのでご活用ください。

新しく日本語教室を開設する意欲のある個人やグループ、月２回以上、定期的かつ自主的に、地域に在住する
外国人を対象とした日本語教室を開設しようとしているまたは日本語教室を開設してから１年以内の団体対象団体

協会の「日本語教室開設支援サポーター」に登録している日本語教室への見学について協会が調整を行い
申請者に紹介サポートの内容

申請書様式を協会のホームページからダウンロードし、郵送または持参。
詳細（実施要項、募集要項）はホームページをご覧ください。申請方法＆問合せ

企画情報課（ＴＥＬ：０８６‒２５６‒２９１４）問合せ

H P

講師 勝谷 知美氏

―故郷について
　「冬のソナタ」のロケ地として有名な春川、そこから車で1時
間くらいのところにある洪川が私の故郷です。少女時代を過ご
した洪川にはホンチョン川があり、子どもたちの遊び場でした。
泳いだり、魚を釣ったり、河原でままごとをしたり、自然豊かな村で
育ちました。養蚕とビールの原料となるホップ栽培が盛んでした。
私の家の一角でもカイコを何万匹と飼っていて、サクッサクッと
いう桑の葉を食べる音や、吐く糸で繭を作るけなげな様子は、
私たち人間が生きる厳しさにも投影され、心にズンと響く音でも
ありました。それでも桑の実はとてもおいしいおやつでした。
　村は、今では幸せと夢を求める人々が住み始め、ペンション
や田園住宅（自然を満喫できる家）が建ち並んで別荘地に変
わりました。夏には畑で取れたスイカを泉で冷やしました。トトロ
の一場面を思い出します。

―来岡のきっかけ
　小さいときの夢は遠いところに住んでいる人と結婚すること
でしたが、日本の岡山に来るとは夢にも思いませんでした。私が
ソウルで勤めていた時にお客様からの紹介で、日本語が全く話
せない私と、韓国語が話せない今の夫とロッテホテルでお見合
いをしました。一般の人がロッテホテルでコーヒーなど飲む時代
ではなかったので、結婚の決め手の一つは、ロッテホテルに
あったのかもしれません。

―夢みた日本で
　日本に来たらカルチャーショックの連続でした。一番のショッ
クは、その当時韓国ではふだん使っていた炭を入れて使う鉄の
アイロンが、日本では、昔の道具として生活博物館に展示され
ていたことです。未
来にタイムスリップし
たようでした。
　後楽園、総社の
国分寺、宝福寺、今
は廃校になった木造
学校など、夫に連れ
て行ってもらいました
が、キラキラを夢みた
私は少しばかりがっ
かりした記憶があり

「私、岡山に住んでいます」　

岡山で活躍する外国人をご紹
介

ます。一方で楽しみ
も見つけました。そ
の頃から、日本語の
面白さに目覚めた
私は、来日４年で日
本 語 能 力 検 定１
級、漢字検定５級、
日本語歴史検定４
級に合格すること
ができました。

―岡山での活動
　１９ 年 前 から
岡山地方裁判所
の法廷通訳人として、１２年前から韓国語講師、企業・行政・結
婚式などの翻訳、通訳をしています。
　４年前には韓国の絵本を通して韓国の文化を楽しむ会、

「サランAGIG」を立ち上げました。日頃は、絵本の読み聞かせ
の勉強会を行っていますが、昨年には、韓国の小説を翻訳して
新人賞を取った女性の講演会を企画運営しました。そして
岡山ユニセフ協会の活動にも関わっていることから、就学前の
子どもに人形劇や絵本の読み聞かせをしています。
　初めは地味に感じた岡山ですが、今では後楽園周辺でひと
りぼーっとすることで、癒やされています。岡山の良さがわかって
きて、今では大好きになりました。
　日本に来て、困ったとき、励まし助けてくれた人たちのために
も、今の活動を続けていきたいと思っています。

出　身：韓国 江原道洪川郡
滞在歴：３０年

韓国語通訳・翻訳、韓国語講師
今を生きる

尹 甲辰 さん

「サランAGIG」のメンバーと
活動している様子（左が尹さん） 絵本の読み聞かせで使う韓国語の絵本

ユン　カプチン

ホンチョン

ホンチョン

チュンチョン

人形劇をしている尹さん（右）
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講師：一般財団法人熊本市国際交流振興事業団 事務局次長　勝谷 知美氏

事業報告

　県内の国際交流団体が
相互の連携を図りながら、
情報交換などを行う岡山県
地域国際化推進団体連
絡協議会において研修会
を実施し、構成団体職員
２０名が参加しました。
　「災害時の外国人支援」
と題して、講師の勝谷氏
から平成２８年４月に発生し
た熊本地震の際の避難所巡回や災害時多言語支援セン
ターでの情報発信などについて実例に基づいた話がありま

した。また、熊本地震や令
和元年佐賀豪雨の対応の
教訓から、在住外国人に防
災メール登録を促し安否確
認ができるような仕組みや、
職員が外国人の集まる場所
に出向き外国人コミュニ
ティーとのつながりを持つなど、事前対策の紹介もありました。
　参加者からは「外国人被災者の支援のために日頃から
の備えが必要だと実感した」「災害時の外国人支援は自
分の市でも課題なので、今後の対応の参考にしたい」な
どの感想がありました。

岡山県地域国際化推進団体連絡協議会 ２月１４日（金）

講演の様子

令和２年度「日本語教室開設・活動支援事業」助成金募集
県内在住外国人にボランティアで日本語を教える活動を推進するため、日本語教室を新規に開設する団体及び既存の日
本語教室で質的向上や拡充を図る団体等に対して助成を行いますので、ご活用ください。

県内に住所を置き、月２回以上、定期的かつ自主的に、地域に在住する外国人を対象とした日本語教室を運
営、または運営しようとしている個人または団体対象団体

在住外国人支援を目的としたボランティアによる日本語教室の開設または質的向上や拡充を図る事業で、原
則として令和３年２月末までに実施する事業対象事業

１事業につき上限３万円助成金額

申請書様式を協会のホームページからダウンロードし、郵送または持参。
詳細（実施要項、募集要項）はホームページをご覧ください。申請方法

企画情報課（ＴＥＬ：０８６‒２５６‒２９１４）問合せ

H P

令和２年度「日本語教室開設・活動支援事業」
日本語教室開設サポート制度のご案内

県内在住外国人にボランティアで日本語を教える活動を推進するため、協会登録の日本語教室開設支援サポーターがア
ドバイスや教室見学の受入れを行いますのでご活用ください。

新しく日本語教室を開設する意欲のある個人やグループ、月２回以上、定期的かつ自主的に、地域に在住する
外国人を対象とした日本語教室を開設しようとしているまたは日本語教室を開設してから１年以内の団体対象団体

協会の「日本語教室開設支援サポーター」に登録している日本語教室への見学について協会が調整を行い
申請者に紹介サポートの内容

申請書様式を協会のホームページからダウンロードし、郵送または持参。
詳細（実施要項、募集要項）はホームページをご覧ください。申請方法＆問合せ

企画情報課（ＴＥＬ：０８６‒２５６‒２９１４）問合せ

H P

講師 勝谷 知美氏

―故郷について
　「冬のソナタ」のロケ地として有名な春川、そこから車で1時
間くらいのところにある洪川が私の故郷です。少女時代を過ご
した洪川にはホンチョン川があり、子どもたちの遊び場でした。
泳いだり、魚を釣ったり、河原でままごとをしたり、自然豊かな村で
育ちました。養蚕とビールの原料となるホップ栽培が盛んでした。
私の家の一角でもカイコを何万匹と飼っていて、サクッサクッと
いう桑の葉を食べる音や、吐く糸で繭を作るけなげな様子は、
私たち人間が生きる厳しさにも投影され、心にズンと響く音でも
ありました。それでも桑の実はとてもおいしいおやつでした。
　村は、今では幸せと夢を求める人々が住み始め、ペンション
や田園住宅（自然を満喫できる家）が建ち並んで別荘地に変
わりました。夏には畑で取れたスイカを泉で冷やしました。トトロ
の一場面を思い出します。

―来岡のきっかけ
　小さいときの夢は遠いところに住んでいる人と結婚すること
でしたが、日本の岡山に来るとは夢にも思いませんでした。私が
ソウルで勤めていた時にお客様からの紹介で、日本語が全く話
せない私と、韓国語が話せない今の夫とロッテホテルでお見合
いをしました。一般の人がロッテホテルでコーヒーなど飲む時代
ではなかったので、結婚の決め手の一つは、ロッテホテルに
あったのかもしれません。

―夢みた日本で
　日本に来たらカルチャーショックの連続でした。一番のショッ
クは、その当時韓国ではふだん使っていた炭を入れて使う鉄の
アイロンが、日本では、昔の道具として生活博物館に展示され
ていたことです。未
来にタイムスリップし
たようでした。
　後楽園、総社の
国分寺、宝福寺、今
は廃校になった木造
学校など、夫に連れ
て行ってもらいました
が、キラキラを夢みた
私は少しばかりがっ
かりした記憶があり

「私、岡山に住んでいます」　

岡山で活躍する外国人をご紹
介

ます。一方で楽しみ
も見つけました。そ
の頃から、日本語の
面白さに目覚めた
私は、来日４年で日
本 語 能 力 検 定１
級、漢字検定５級、
日本語歴史検定４
級に合格すること
ができました。

―岡山での活動
　１９ 年 前 から
岡山地方裁判所
の法廷通訳人として、１２年前から韓国語講師、企業・行政・結
婚式などの翻訳、通訳をしています。
　４年前には韓国の絵本を通して韓国の文化を楽しむ会、

「サランAGIG」を立ち上げました。日頃は、絵本の読み聞かせ
の勉強会を行っていますが、昨年には、韓国の小説を翻訳して
新人賞を取った女性の講演会を企画運営しました。そして
岡山ユニセフ協会の活動にも関わっていることから、就学前の
子どもに人形劇や絵本の読み聞かせをしています。
　初めは地味に感じた岡山ですが、今では後楽園周辺でひと
りぼーっとすることで、癒やされています。岡山の良さがわかって
きて、今では大好きになりました。
　日本に来て、困ったとき、励まし助けてくれた人たちのために
も、今の活動を続けていきたいと思っています。

出　身：韓国 江原道洪川郡
滞在歴：３０年

韓国語通訳・翻訳、韓国語講師
今を生きる

尹 甲辰 さん

「サランAGIG」のメンバーと
活動している様子（左が尹さん） 絵本の読み聞かせで使う韓国語の絵本

ユン　カプチン

ホンチョン

ホンチョン

チュンチョン

人形劇をしている尹さん（右）
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　ジャムタンは「アフリカと日本をわくわくでつなぐ」をコンセプトに
西アフリカ・セネガルの仕立屋とともに現地のカラフルな布を使った商品
をフェアトレードで制作、販売するブランドです。青年海外協力隊で2年
間セネガルで活動した代表が帰国後に立ち上げました。
　ジャムタンは現地語で「平和だけ」を意味する挨拶のことば。平和で笑
顔あふれるアフリカの魅力を色鮮やかな布を通してお伝えします。
代表
田賀 朋子
フェイスブック
https://www.facebook.com/
jamtun.africa/
インスタグラム
https://www.instagram.com/
jamtun.africa/

世界ではどのようなランチタイムを過ごしているのでしょうか。
世
界の

文化
～ランチ事情編～

Ｑ.イタリアのランチタイムは
　たいていの人はパスタですね。職場が近い人は自宅に
戻って食べますし、同僚とトラットリア（庶民的なお店）に行き、
食べる人もいます。ワインも１杯飲むかな！？パニーノやピッ
ツァ、ターヴォラカルダと言われるちょっとした温かいお惣菜な
どを食べる人もいます。私はレストランで働いていたので、11
時半から12時の間に賄いのパスタを食べていました。あと、
イタリアで大事なランチといえば、日曜日に家族そろって食べ
るランチです。マンマ（母）が朝から生パスタを準備し、男性が
庭やベランダで炭をおこし、肉を焼きます。サラダから始まり、
パスタ、肉、フルーツ、そしてタル
トやカンノーロなどのデザートを
食べ、エスプレッソで締めます。

Q.お弁当文化は
　町ではありません。私の父は
農家で店やレストランがないよ
うな場所で働いていたので、母
が作った野菜のたっぷり入った
卵焼きとパン、お米のサラダな
どを持って行っていました。

ビアジョ・
インコーニトさん
（シチリア州ブロンテ出身）
農家兼シェフ／滞在歴5年

イタリア

Q.ネパールのランチタイムは
　14時くらいにビスケットとチャイで簡単に済ませます。チャ
ウチャウ（ラーメン）、チョウメン（焼きそば）、ロティ（パン）、モモ

（餃子）を食べる時もあります。

Q.おすすめのランチは
　ネパールに行く機会があったら、ダルバートをぜひ食べてみ
てください。お店や家庭によって、それぞれマサラ（スパイス）
の使い方が違うので、味が微妙に違います。食べ比べてみる
のも楽しいです。

Q.お弁当文化は
　基本的にできたてのものを温かい
うちに食べる料理が多いので、お弁
当を作って食べる文化はありません。
都市部に住んでいる人は外食をす
ることもありますが、地方に住んでい
る人は、働いている人も学校に行っ
ている子どもたちも家に帰って簡単
に昼食を食べます。最近は生活様
式が変化し食事のスタイルも西洋
式になってきているようです。

ネパール アチャーリヤ・
プレム・プラサドさん
（ガンダキ州バグルン出身）
インドネパール料理店オーナー／
滞在歴１４年

Think Global, Act Local 
県内国際団体のご紹介 jam tun ジャムタン

　主にセネガルのシンチューマレム村で仕立屋により縫製
された、アフリカンプリントを使った洋服やバッグなどを
県内のイベントを中心に販売しています。商品には廃棄さ
れる予定だったビニール素材や端切れ布なども用い、現地
でのゴミ問題の啓発にも取り組んでいます。販売のほか、
ハギレを使ったワークショップの開催や講演活動も行ってい
ます。作り手と買い手、
お互いの顔が見えるやさ
しいつながりや、ビジネ
スの仕組みでの持続可能
な国際協力を提案してい
ます。

ふるさとの味「黒ひよこ豆パスタ」

団体概要 活動紹介

現地の仕立てメンバーと作業場の前で カラフルな洋服は全て一点物

おすすめの「ダルバート」

外国人のための相談・派遣事業のお知らせ
がい    こく   じん　　　　　　　　　　　　　　 そう   だん　　 　  は　   けん　  じ　  ぎょう　　　　　　 　  し

岡山県外国人相談センター
おか   やま   けん  がい   こく    じん   そう   だん 仕事や結婚、子どもの教育、法律などが相談できます。（行政機関・学校等への通訳

派遣サポートや行政機関への相談員派遣も行います。）

  し  ごと　    けっ こん　   こ　　　　      きょう いく　 ほう  りつ 　　　　　 そう だん　　　  　　　　　  ぎょうせい  き  かん    がっ  こう とう　　　    つう やく

 は  けん　　　　　　　　 ぎょうせい  き   かん　　　   そう だん いん  は  けん　 おこな

月曜日～土曜日 ９：００～１７：００（１２月２９日～１月３日は休み）

●面　　談　岡山国際交流センター １階 相談コーナー、相談室
●電話相談　086‒256‒6052　●E-mail　support@opief.or.jp

日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、スペイン語、タイ語、インドネシア語 ほか

いりません

げつ よう  び　　　ど　よう び　　　　　　　　　　　　　　　　 がつ　　 にち　　　がつ　  か　　やす

めん 　　　　だん　　 おかやま こく  さい こう りゅう　　　　　　　　  かい   そう だん　　　　　　　　 そう だん しつ

でん  わ   そう だん

 に  ほん  ご　  えい  ご　 ちゅう ごく　ご　  かん こく　ご　　　　　　　　　　 ご　　　　　　　　　ご　　　　　　　　  ご　　　　　　　　　ご　　　　　 ご　　　　　　　　　　　  ご

よ　　　　  やく

と　 　 き

相談方法

対応言語

費　　用

そう だん ほう  ほう

たい おう げん  ご 

 ひ　　　　  よう

予　　約　　いりません

外国人のための無料生活相談
がい  こく  じん　　　　　　　　　  む  りょう せい  かつ そう  だん

生活で困ったことを相談できます。 
せい かつ　   こま　　　　　　　　 そう だん

中国語・ポルトガル語 第１・第３土曜日、第２・第４水曜日 １３：００～１７：００

ベトナム語 第１・第３土曜日 １３：００～１７：００

タガログ語
 第１土曜日、第４水曜日 １３：００～１７：００ ※電話相談のみ

 第３木曜日 １０：００～１４：００

韓国語
 第２水曜日 １３：００～１７：００ ※電話相談のみ

 第４水曜日 １３：００～１７：００

岡山国際交流センター１階 情報相談コーナー

電話をするか、岡山国際交流センターに来てください

ちゅう ごく  ご　　　　　　　　　　　  ご　　  だい　　 だい　　ど　よう び　  だい　　だい　  すい よう  び

ご　　　　　　　　　　　　だい　　 だい　  ど　よう  び

ご
　　　　　　　　　　　　だい　　ど　よう び　 だい　  すい よう  び　　　　　　　　　　　　　　　　  でん   わ  そう だん

だい　  もく  よう  び

かん こく　ご

おか やま こく  さい こう りゅう　　　　　　　　かい  じょう ほう そう だん

でん  わ　　　　　　　　 おか やま こく  さい こう りゅう　　　　　　　　　き

だい　  すい よう  び　　　　　　　　　　　　　　　　  でん  わ   そう だん

だい　  すい よう  び

よ　　　　  やく　　　　 よ  やく　　　　　ひと　　　 さき　　 そう だん

予　　約　   予約をした人は、先に相談できます

そう だん でん  わ

相談電話　   ０８６‒２５６‒２９１３

と　 　 き

と こ ろ

相談方法
そう だん ほう  ほう

無料法律相談
む  りょう  ほう  りつ  そう だん

法律の問題について弁護士（法律に詳しい人）が、アドバイスをします。通訳を頼むことができます。
ほう りつ　　 もん だい　　　　　　　  べん  ご　 し　   ほう りつ　　 くわ　　　  ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つう やく　　たの

第１火曜日　１３：００～、１４：００～、１５：００～ （※１１月は、3日が祝日のため１１月10日（火）にします。）

第３土曜日　１０：００～、１１：００～、１２：００～

岡山国際交流センター

第１火曜日　日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、インドネシア語、ネパール語 ほか
第３土曜日　日本語、英語、中国語、ポルトガル語 ほか

相談日の前の日の午後４時まで

だい　　か　よう  び がつ   　   か    しゅくじつ　　　  　  がつ　   か　 か

だい　　ど　よう  び

だい　　ど　よう び　　   に  ほん  ご　   えい  ご　  ちゅう ごく  ご　　　　　　　　　　  ご

だい　　か　よう び　　  に  ほん  ご　  えい  ご　 ちゅう ごく  ご　  かん こく   ご　　　　　　　　 　　ご　  　　　　　　　ご　　　　　 　　　 ご　　　　　 ご　　　　　　　　    　　  ご 　　　　　　　　  ご

おか やま こく  さい こう りゅう

そう だん  び 　　まえ　　  ひ　　   ご　ご　　 じ

と　 　 き

と こ ろ

対応言語

予　　約

たい おう げん  ご

 よ　　　　　やく きょう　　　　 さい　　　　おかやま  べん  ご    し  かい

共　　催　　岡山弁護士会

外国人在留無料相談
がい  こく  じん  ざい りゅう  む  りょう  そう  だん

行政書士（手続きに詳しい人）に、在留資格（ビザ）や出入国手続きなどが相談できます。　
ぎょうせい しょ　し　　て　つづ　　　 くわ　　　  ひと　　　　ざいりゅう  し　かく　　　　　　　しゅつにゅうこく  て  つづ　　　　　　   そう だん

第１・第３土曜日 １０：００～１２：００ （※８月１５日（土）、令和３年１月２日（土）の相談はありません。）

岡山国際交流センター １階 情報相談コーナー

日本語

だい　　だい　　ど　よう  び　　　　　　　　　　　　　　　　　  　がつ　  　にち　 ど　     れい   わ　   ねん    がつ　 か　   ど　　  　そう だん

おか やま こく  さい こう りゅう　　　　　　　　  かい  じょう ほう そう だん

 に  ほん  ご

と　 　 き

と こ ろ

対応言語
たい おう げん  ご きょう　　　　さい　　　　　　　　　　　 しん せい とり つぎ ぎょうせい しょ　し  れん らく  かい

共　　催　　おかやま申請取次行政書士連絡会
 よ　　　　  やく

予　　約　　いりません

そう  だん ほう  ほう　　　　でん  わ　　　　　　　　 おか やま こく  さい  こう りゅう　　　　　　　　　き

相談方法　　電話をするか、岡山国際交流センターに来てください

多文化共生コミュニケーションサポーター派遣
た　ぶん   か  きょう せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は   けん 学校や行政機関の窓口、医療機関などで外国人と日本人のコミュニ

ケーションをサポートする通訳ボランティアを派遣します。

がっ こう　　 ぎょうせい  き  かん　　 まど ぐち　  い  りょう  き  かん　　 　　　がい こく  じん　   に  ほん じん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つう やく　　　　　　　　　　　　 は  けん

子ども日本語学習サポーター派遣
こ　　　　　 に  ほん  ご　がく  しゅう　　　　　　　　　　　 は  けん 県内の小・中学校などから依頼を受けて、日本語の能力が十分でない外国人児童・生徒な

どに日本語学習支援を行うボランティアを派遣します。

けん ない　  しょう ちゅうがっ  こう  　　　　　　 い  らい　   う　　　　　 に  ほん  ご　　 のう りょく　  じゅうぶん　　　　　がい こく じん　じ  どう　 せい  と 

　　　 に  ほん  ご  がく しゅう し  えん　 おこな　　　　　　　　　　　　 は  けん

質問があるときは、企画情報課に電話をしてください。※秘密は守ります。

TEL：086-256-2914（月曜日～土曜日 9：00～17：00）

※新しいコロナウイルスのため、相談日が変わるかもしれません。

しつもん　　　　　　　　　　 き かくじょうほう か　　でん わ　　　　 　　　　　　　　  ひみつ  まも

　　　　　　　　　　　　　　  げつようび　  ど ようび

　 あたら　　　　　　　　　　　　　　　　　 そうだん び　　か

H P
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　ジャムタンは「アフリカと日本をわくわくでつなぐ」をコンセプトに
西アフリカ・セネガルの仕立屋とともに現地のカラフルな布を使った商品
をフェアトレードで制作、販売するブランドです。青年海外協力隊で2年
間セネガルで活動した代表が帰国後に立ち上げました。
　ジャムタンは現地語で「平和だけ」を意味する挨拶のことば。平和で笑
顔あふれるアフリカの魅力を色鮮やかな布を通してお伝えします。
代表
田賀 朋子
フェイスブック
https://www.facebook.com/
jamtun.africa/
インスタグラム
https://www.instagram.com/
jamtun.africa/

世界ではどのようなランチタイムを過ごしているのでしょうか。
世
界の

文化
～ランチ事情編～

Ｑ.イタリアのランチタイムは
　たいていの人はパスタですね。職場が近い人は自宅に
戻って食べますし、同僚とトラットリア（庶民的なお店）に行き、
食べる人もいます。ワインも１杯飲むかな！？パニーノやピッ
ツァ、ターヴォラカルダと言われるちょっとした温かいお惣菜な
どを食べる人もいます。私はレストランで働いていたので、11
時半から12時の間に賄いのパスタを食べていました。あと、
イタリアで大事なランチといえば、日曜日に家族そろって食べ
るランチです。マンマ（母）が朝から生パスタを準備し、男性が
庭やベランダで炭をおこし、肉を焼きます。サラダから始まり、
パスタ、肉、フルーツ、そしてタル
トやカンノーロなどのデザートを
食べ、エスプレッソで締めます。

Q.お弁当文化は
　町ではありません。私の父は
農家で店やレストランがないよ
うな場所で働いていたので、母
が作った野菜のたっぷり入った
卵焼きとパン、お米のサラダな
どを持って行っていました。

ビアジョ・
インコーニトさん
（シチリア州ブロンテ出身）
農家兼シェフ／滞在歴5年

イタリア

Q.ネパールのランチタイムは
　14時くらいにビスケットとチャイで簡単に済ませます。チャ
ウチャウ（ラーメン）、チョウメン（焼きそば）、ロティ（パン）、モモ

（餃子）を食べる時もあります。

Q.おすすめのランチは
　ネパールに行く機会があったら、ダルバートをぜひ食べてみ
てください。お店や家庭によって、それぞれマサラ（スパイス）
の使い方が違うので、味が微妙に違います。食べ比べてみる
のも楽しいです。

Q.お弁当文化は
　基本的にできたてのものを温かい
うちに食べる料理が多いので、お弁
当を作って食べる文化はありません。
都市部に住んでいる人は外食をす
ることもありますが、地方に住んでい
る人は、働いている人も学校に行っ
ている子どもたちも家に帰って簡単
に昼食を食べます。最近は生活様
式が変化し食事のスタイルも西洋
式になってきているようです。

ネパール アチャーリヤ・
プレム・プラサドさん
（ガンダキ州バグルン出身）
インドネパール料理店オーナー／
滞在歴１４年

Think Global, Act Local 
県内国際団体のご紹介 jam tun ジャムタン

　主にセネガルのシンチューマレム村で仕立屋により縫製
された、アフリカンプリントを使った洋服やバッグなどを
県内のイベントを中心に販売しています。商品には廃棄さ
れる予定だったビニール素材や端切れ布なども用い、現地
でのゴミ問題の啓発にも取り組んでいます。販売のほか、
ハギレを使ったワークショップの開催や講演活動も行ってい
ます。作り手と買い手、
お互いの顔が見えるやさ
しいつながりや、ビジネ
スの仕組みでの持続可能
な国際協力を提案してい
ます。

ふるさとの味「黒ひよこ豆パスタ」

団体概要 活動紹介

現地の仕立てメンバーと作業場の前で カラフルな洋服は全て一点物

おすすめの「ダルバート」

外国人のための相談・派遣事業のお知らせ
がい    こく   じん　　　　　　　　　　　　　　 そう   だん　　 　  は　   けん　  じ　  ぎょう　　　　　　 　  し

岡山県外国人相談センター
おか   やま   けん  がい   こく    じん   そう   だん 仕事や結婚、子どもの教育、法律などが相談できます。（行政機関・学校等への通訳

派遣サポートや行政機関への相談員派遣も行います。）

  し  ごと　    けっ こん　   こ　　　　      きょう いく　 ほう  りつ 　　　　　 そう だん　　　  　　　　　  ぎょうせい  き  かん    がっ  こう とう　　　    つう やく

 は  けん　　　　　　　　 ぎょうせい  き   かん　　　   そう だん いん  は  けん　 おこな

月曜日～土曜日 ９：００～１７：００（１２月２９日～１月３日は休み）

●面　　談　岡山国際交流センター １階 相談コーナー、相談室
●電話相談　086‒256‒6052　●E-mail　support@opief.or.jp

日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、スペイン語、タイ語、インドネシア語 ほか

いりません

げつ よう  び　　　ど　よう び　　　　　　　　　　　　　　　　 がつ　　 にち　　　がつ　  か　　やす

めん 　　　　だん　　 おかやま こく  さい こう りゅう　　　　　　　　  かい   そう だん　　　　　　　　 そう だん しつ

でん  わ   そう だん

 に  ほん  ご　  えい  ご　 ちゅう ごく　ご　  かん こく　ご　　　　　　　　　　 ご　　　　　　　　　ご　　　　　　　　  ご　　　　　　　　　ご　　　　　 ご　　　　　　　　　　　  ご

よ　　　　  やく

と　 　 き

相談方法

対応言語

費　　用

そう だん ほう  ほう

たい おう げん  ご 

 ひ　　　　  よう

予　　約　　いりません

外国人のための無料生活相談
がい  こく  じん　　　　　　　　　  む  りょう せい  かつ そう  だん

生活で困ったことを相談できます。 
せい かつ　   こま　　　　　　　　 そう だん

中国語・ポルトガル語 第１・第３土曜日、第２・第４水曜日 １３：００～１７：００

ベトナム語 第１・第３土曜日 １３：００～１７：００

タガログ語
 第１土曜日、第４水曜日 １３：００～１７：００ ※電話相談のみ

 第３木曜日 １０：００～１４：００

韓国語
 第２水曜日 １３：００～１７：００ ※電話相談のみ

 第４水曜日 １３：００～１７：００

岡山国際交流センター１階 情報相談コーナー

電話をするか、岡山国際交流センターに来てください

ちゅう ごく  ご　　　　　　　　　　　  ご　　  だい　　 だい　　ど　よう び　  だい　　だい　  すい よう  び

ご　　　　　　　　　　　　だい　　 だい　  ど　よう  び

ご
　　　　　　　　　　　　だい　　ど　よう び　 だい　  すい よう  び　　　　　　　　　　　　　　　　  でん   わ  そう だん

だい　  もく  よう  び

かん こく　ご

おか やま こく  さい こう りゅう　　　　　　　　かい  じょう ほう そう だん

でん  わ　　　　　　　　 おか やま こく  さい こう りゅう　　　　　　　　　き

だい　  すい よう  び　　　　　　　　　　　　　　　　  でん  わ   そう だん

だい　  すい よう  び

よ　　　　  やく　　　　 よ  やく　　　　　ひと　　　 さき　　 そう だん

予　　約　   予約をした人は、先に相談できます

そう だん でん  わ

相談電話　   ０８６‒２５６‒２９１３

と　 　 き

と こ ろ

相談方法
そう だん ほう  ほう

無料法律相談
む  りょう  ほう  りつ  そう だん

法律の問題について弁護士（法律に詳しい人）が、アドバイスをします。通訳を頼むことができます。
ほう りつ　　 もん だい　　　　　　　  べん  ご　 し　   ほう りつ　　 くわ　　　  ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つう やく　　たの

第１火曜日　１３：００～、１４：００～、１５：００～ （※１１月は、3日が祝日のため１１月10日（火）にします。）

第３土曜日　１０：００～、１１：００～、１２：００～

岡山国際交流センター

第１火曜日　日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、インドネシア語、ネパール語 ほか
第３土曜日　日本語、英語、中国語、ポルトガル語 ほか

相談日の前の日の午後４時まで

だい　　か　よう  び がつ   　   か    しゅくじつ　　　  　  がつ　   か　 か

だい　　ど　よう  び

だい　　ど　よう び　　   に  ほん  ご　   えい  ご　  ちゅう ごく  ご　　　　　　　　　　  ご

だい　　か　よう び　　  に  ほん  ご　  えい  ご　 ちゅう ごく  ご　  かん こく   ご　　　　　　　　 　　ご　  　　　　　　　ご　　　　　 　　　 ご　　　　　 ご　　　　　　　　    　　  ご 　　　　　　　　  ご

おか やま こく  さい こう りゅう

そう だん  び 　　まえ　　  ひ　　   ご　ご　　 じ

と　 　 き

と こ ろ

対応言語

予　　約

たい おう げん  ご

 よ　　　　　やく きょう　　　　 さい　　　　おかやま  べん  ご    し  かい

共　　催　　岡山弁護士会

外国人在留無料相談
がい  こく  じん  ざい りゅう  む  りょう  そう  だん

行政書士（手続きに詳しい人）に、在留資格（ビザ）や出入国手続きなどが相談できます。　
ぎょうせい しょ　し　　て　つづ　　　 くわ　　　  ひと　　　　ざいりゅう  し　かく　　　　　　　しゅつにゅうこく  て  つづ　　　　　　   そう だん

第１・第３土曜日 １０：００～１２：００ （※８月１５日（土）、令和３年１月２日（土）の相談はありません。）

岡山国際交流センター １階 情報相談コーナー

日本語

だい　　だい　　ど　よう  び　　　　　　　　　　　　　　　　　  　がつ　  　にち　 ど　     れい   わ　   ねん    がつ　 か　   ど　　  　そう だん

おか やま こく  さい こう りゅう　　　　　　　　  かい  じょう ほう そう だん

 に  ほん  ご

と　 　 き

と こ ろ

対応言語
たい おう げん  ご きょう　　　　さい　　　　　　　　　　　 しん せい とり つぎ ぎょうせい しょ　し  れん らく  かい

共　　催　　おかやま申請取次行政書士連絡会
 よ　　　　  やく

予　　約　　いりません

そう  だん ほう  ほう　　　　でん  わ　　　　　　　　 おか やま こく  さい  こう りゅう　　　　　　　　　き

相談方法　　電話をするか、岡山国際交流センターに来てください

多文化共生コミュニケーションサポーター派遣
た　ぶん   か  きょう せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は   けん 学校や行政機関の窓口、医療機関などで外国人と日本人のコミュニ

ケーションをサポートする通訳ボランティアを派遣します。

がっ こう　　 ぎょうせい  き  かん　　 まど ぐち　  い  りょう  き  かん　　 　　　がい こく  じん　   に  ほん じん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つう やく　　　　　　　　　　　　 は  けん

子ども日本語学習サポーター派遣
こ　　　　　 に  ほん  ご　がく  しゅう　　　　　　　　　　　 は  けん 県内の小・中学校などから依頼を受けて、日本語の能力が十分でない外国人児童・生徒な

どに日本語学習支援を行うボランティアを派遣します。

けん ない　  しょう ちゅうがっ  こう  　　　　　　 い  らい　   う　　　　　 に  ほん  ご　　 のう りょく　  じゅうぶん　　　　　がい こく じん　じ  どう　 せい  と 

　　　 に  ほん  ご  がく しゅう し  えん　 おこな　　　　　　　　　　　　 は  けん

質問があるときは、企画情報課に電話をしてください。※秘密は守ります。

TEL：086-256-2914（月曜日～土曜日 9：00～17：00）

※新しいコロナウイルスのため、相談日が変わるかもしれません。

しつもん　　　　　　　　　　 き かくじょうほう か　　でん わ　　　　 　　　　　　　　  ひみつ  まも

　　　　　　　　　　　　　　  げつようび　  ど ようび

　 あたら　　　　　　　　　　　　　　　　　 そうだん び　　か

H P
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　災害時の外国人被災者の支援を迅速かつ円滑に行う体制づくりを目指して、岡山県災害救援専門ボランティア（通訳・翻
訳）と災害時の外国人支援に関心のある県民を対象に研修会を開催し、外国人７か国９名を含む５２名が参加しました。
　岡山県の地形の特徴や災害への備え、災害時に役立つやさしい日本語について学ぶとともに、避難所での通訳や災害時
多言語支援センターでの翻訳といった実際の活動内容を想定した訓練に取り組みました。この研修会は、災害救援専門ボラ
ンティア（通訳・翻訳）の養成も兼ねており、新たに５名の災害救援専門ボランティアが誕生しました。

避難所通訳の体験

講師の土井 佳彦氏

災害時多言語支援センターでの翻訳活動を体験

災害救援専門ボランティア（通訳・翻訳）研修事業
第２回「外国人と共に学ぶ災害時対応」研修会

（詳細は、次ページをご覧ください。）

２月２２日（土）講師：ＮＰＯ法人多文化共生マネージャー全国協議会 代表理事　土井 佳彦氏
共催：岡山県、岡山市、岡山ロータリークラブ　■編集・発行

〒700－0026 岡山市北区奉還町2－2－1
岡山国際交流センター内
一般財団法人 岡山県国際交流協会
　086－256－2000（月～土　9:00～17:30）
　086－256－2226
ホームページ: http://www.opief.or.jp
　 Facebook: https://www.facebook.com/coolopief/
　 T w i t t e r: https://twitter.com/opief_okayama
E-mail: kokusai@opief.or.jp

協会HP

問 

合 

せ

一般財団法人 岡山県国際交流協会
　企画情報課 企画情報班
　　　　　☎086－256－2914
　総務課　☎086－256－2000

（月～土　9：00～17：00）

（月～土　9：00～17：30）

受付管理班 ☎086－256－2905（9：00～18：00）会議室等の予約

［休館日］12月29日～1月3日及び臨時休館日（ただし日曜日は貸室業務以外休み）

こちらの
二次元コードを読み取り、
動画をご覧ください。

協会「子ども日本語学習サポーター」登録者の継続的なスキ
ルアップのための研修会を開催します。

●と　き　令和２年８月９日（日）
●ところ　岡山国際交流センター 会議室等
●対　象　協会「子ども日本語学習サポーター」
　　　　　登録者及び新規登録者
●参加費　無料　　●定　員　12名（要申込み）
●申込み　企画情報課

9日（日）
子ども日本語学習サポーター研修会

8月

英会話を楽しみましょう。

●と　き　令和２年９月１９日（土）または９月２６日（土）　
●ところ　岡山国際交流センター ７階 多目的ホール
●対　象　簡単な日常英会話ができる方
●参加費　協会会員、外国人、高校生以下 無料
　　　　　一般 ２，０００円
●定　員　６０名（要申込み）　　●問合せ　企画情報課　

19日（土）または26日（土） 英語で話そう
えい　ご　　　 はな

えいかい わ　　たの

9月
れい  わ　 ねん　がつ　　にち　 ど　　　　　　　がつ　  にち　 ど

にち　 ど にち   ど

おかやま こく さい こうりゅう　　　　　　　 かい　 た もく てき

たい　  しょう

さん  か  ひ

かんたん　  にちじょうえいかい わ　　　　　　 かた

きょうかいかいいん  がいこく じん　こう こうせい い　か　 む りょう

いっ ぱん　　　　　  えん

てい　  いん めい　ようもうし こ き  かく じょうほう  かといあわ

在住外国人を支援するために必要な知識を身につけます。

●と　き　令和2年9月6日（日）または9月12日（土）
　　　　　養成講座：１０：３０～１２：３０
　　　　　研 修 会：１３:３０～１６：３０
●ところ　岡山国際交流センター ７階 多目的ホール
●内  容　講義、ワークショップ、交流会
●登　録　講座を修了された方は、希望により岡山県の
　　　　　「地域共生サポーター」に登録できます。
●参加費　無料　　　●定　員　30名（要申込み）
●共　催　岡山県　　●申込み　企画情報課

6日（日）または12日（土）
地域共生サポーター養成講座・研修会

9月

一般財団法人岡山県国際交流協会では会員を募集しています。
☆会員の特典
　●会報誌「おかやま国際交流」による国際交流情報の提供（年４回）
　●メールマガジンの配信（月１回）
　●協会主催事業への参加費割引（団体会員は１団体２名までを割引）
　●入会時に記念品をプレゼント

☆年会費
　 個人会員：  2,000円　　団体会員：10,000円　
　 賛助会員：30,000円

☆申込み・問合せ　総務課まで
　TEL:086-256-2000 ※９：00～１７：30（月～土曜日）
　

会員募集

E V E N T  C A L E N D A R

イベントカレンダー
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今後
の状況により、変更または中止になる可能性が
あります。あらかじめご了承ください。
　最新情報は当協会のホームページをご確認く
ださい。

新業務執行理事・事務局長就任のお知らせ
令和2年6月11日付で、協会の業務執行理事・事務局長に

福 本 正 弘
が就任しました。前任者同様、何卒よろしくお願いいたします。

岡山県国際交流協会では、ウェブサイトで
さまざまな情報を発信しています。

おかやま けん こく  さい こう りゅうきょうかい

じょうほう　　 はっ しん

「外国人のための岡山生活情報ハンドブック」（7言語）
がいこく じん　　　　　　  おかやませいかつじょうほう げん ご

外国人が生活で必要なことをまとめています。
がいこく じん　  せいかつ　 ひつよう

「岡山多文化共生マップ」（６言語）
おかやま  た ぶん か きょうせい げん ご

外国人の生活に必要なことを、地図を使って探す
ことができます。

がいこく じん　   せいかつ　 ひつよう　　　　　　　ち　ず　　つか　　　さが

「晴れの国岡山 Welcome to Okayama」（4言語）
は　　　   くにおかやま げん ご

外国人が岡山の良いところをレポートしています。
がいこく じん　  おかやま　　 よ


