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　今年も県海外技術研修員（3 名）、派遣職員（1 名）、留学生（2 名）、
自治体協力交流研修員（1 名）が中国、韓国、ブラジル、ペルー、パラ
グアイ、アメリカからやってきました。来年の春まで、国際交流センター
に滞在しています。

     1. 国籍　2. 研修（研究）内容　3. 主たる研修（研究）機関　4. 趣味等　 

  The trainees of the Yamanashi Prefecture Overseas Technical Training 
Program, overseas civil servant, and exchange students have arrived at 
Yamanashi. The three trainees for the Technical Training Program are from 
Brazil, Peru and Paraguay. There are also one overseas civil servants from China 
and one municipal employee cooperative exchange trainee from Brazil, and 
two exchange students from South Korea and the United States. They will stay 
at the Yamanashi International Center until next spring. 
   1. Nationality   2. Research subject   3. Name of research institution or 
workplace   4. Hobbies and interests, etc.



　
　　　　「やさしい日本語」への変換例

● 無料です　→　「おかね　は　いりません」「ただ　です」　　　● 担当者　　→　「この　しごと を　する　ひと」
● 常用薬（持病の薬）　→　「まいにち　　のんでいる　くすり」　「あなたは　くすり　を　のんで　いますか？」
● 火災が発生しました  →　「かじ  です    いえ   が   もえて  います」
　　　　　　　　　　　　　（にげて　ください。　ちかく　に　いかないでください　いっしょ　に　けしましょう）
● 避難所では、ほかの避難者の迷惑になるため、携帯電話をマナーモードにするか、電源をお切りください
　　　　　　　　　　   →　「ひなんじょ（みんなで  にげて  あつまる  ところ）では   けいたい    の   おと  が  でない  ように  して  ください
　　　　　　　　　　　　　でんわ　を　する  ときは　そと　に　でて　ください　　ちいさな　こえ　で　はなして　ください」
● 18 時から、甲府市社会福祉協議会および陸上自衛隊北富士駐屯地による炊き出しがあります　
　　　　　　　　　　   →　「ごご  6 じに　あたたかい  たべもの  を  もらえます。  おかね　は　いりません。　ならんで　ください」



  Aulas de japonês para 
  estrangeiros

　Aulas de japonês para estrangeiros que 
moram na província de Yamanashi.

　Data: todas às sextas feiras
　Horário: das 19h00 às 21h00

   Consultas e aconselhamentos   
   jurídicos gratuitos 
  　
  Serv iço de consulta  e  aconselhamento 
jurídico sobre diversos assuntos, gratuito para 
estrangeiros residentes em Yamanashi. 
        *A partir de abril, no terceiro domingo do mês um
           advogado será responsável pelas consultas.　
 Consultas: 
　● 1ª quarta-feira do mês 18h30  às 21h00  
　　(agendar até terça, 17h)
　● 3º domingo do mês    13h00  às 16h00  
　　(agendar até sexta, 17h) 

*Consultas somente c/ agendamento 

 ※ Aulas Gratuitas

Facebook 
do Associação Internacional 
de Yamanashi

  Comunicados do Centro Internacional de Yamanashi, 
informações sobre intercâmbio, cooperação 
internacional e coexistência multicultural na Prefeitura 
entre outros estão no Facebook. Não há necessidade 
de criar uma conta no Facebook. Para as pessoas  com 
conta,  favor  clicar no botão de 'curtir'. 

https://www.facebook.com/YamanashiInternatio
nalAssociation

     ＊ Local: Associação Internac. de Yamanashi
               Informações pelo tel: 055-228-5419
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インド料理  スーリヤ  since 1995

住所／昭和町清水新居 258-1 ダイタ昭和モール A 館 101
営業／ Lunch  11:30-14:30     Dinner  17:30-21:30       LO 21:00      
　　　　　　　　　　　　　      年中無休／月曜日昼のみ

ランチバイキング  900 円
　（4~10 歳 500 円　3 歳以下  無料）

カレー5種・ナン・ライス　サラダ・デザート

すべて食べ放題！

☎          055-267-6979

APIO

●

旧オギノ JOY

R20

インド人シェフが作る本場インド料理！
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 山田　順 子
 
　1951 年、山梨県甲府市に生ま
れる。
　海外旅行をきっかけに外国の
人たちと英語でコミュニケー
ションを図りたいと思い続け、
定年退職を機に本格的に英語学
習をはじめる。

　YSGG（山梨通訳ボランティ
アネット）のメンバー。6 月〜
9 月、月に 2 回 富士河口湖駅で
観光通訳ボランティアとして活
躍中。
　趣味はテニス、旅行、英語の
勉強。現在、夫と甲斐市在住。

　「レチョー」は、パプリカの時期、ど
の家庭でも保存用としてたくさん作り置
きをしておくスタンダードな料理です。
　パンにのせたり、料理のソース、付け
合せとしてよく登場する定番の一品です。
　

作り方
 ●　温めたフライパンにサラダ油を引き、中火でベーコンを炒め、玉ねぎを加える。全体を混ぜ合わせながら塩を少々

　　加える。
 ●　玉ねぎが油になじみ、しんなりとしてきたら、にんにく、トマト、ピーマンを入れ、弱火で 5 〜 10 分ほど煮込む。
 ●　火を止め、マジョラム、パプリカ粉を加え、混ぜ合わせる。
 ●　再度火にかけ、ピーマンがソースになじむまで 15 分ほど煮込む。塩、こしょうで味を整え、できあがり！　

Lecsó

第 20 回  観光通訳ボランティア   山田　順子

　「レチョー」を紹介してくれたのは、
ハ ン ガ リ ー ブ タ ペ ス ト 出 身 の バ ラ
ニャイ・ペーテルさん。ハンガリーで
は、日本語と歴史の講師をしています。
　昨年、文部科学省教育研修プログラ
ムで来日、教員研修留学生として山梨
大学で言語教育を研究しています。
　趣味は、料理とアメリカンフット
ボール。

　観光通訳ボランティアとして、富士河口湖駅で外国人観光客
の旅のお手伝いをしている山田さんにお話を伺いました。

■ 英語と私
　英語が苦手で嫌いだった私が、英語の勉強を始めるきっ
かけとなったのは、20 年ほど前に家族ではじめて訪れたハ
ワイでの出来事でした。見た目は日本人なのに全く日本語
が話せない日系人の存在に驚くと同時に、その人とハワイ
の日系移民の歴史など話してみたいと強く思ったことでした。
　その後、時が過ぎ、定年退職を目前にして、海外旅行を
楽しみたいとの思いもあり、英会話スクールに通い始めま
した。勉強を進めるうちに、上達の近道は英語を話す機会
を増やすことだと気づき、1 年ほど前から毎日 25 分、オン
ラインでの英会話学習もはじめました。今は楽しみながら
勉強をしています。
■ YSGG（山梨通訳ボランティアネット）との出会い
　２年半ほど前に、ボランティアガイドグループの YSGG
に加入しました。全て英語で進められる月例会に初めて参
加し、自己紹介を英語で求められたときは、口から心臓が
飛び出るかと思うくらいに緊張しました。
■ 河口湖ボランティア活動
　会の活動の一つが富士河口湖駅でのガイドです。夏の間、
毎週土曜日に会員が交替で、電車やバスから降りてくる外
国人におもてなしの心をもって観光情報を伝えています。
私の河口湖活動も３年目に入りました。最初は緊張の連続
で、確認もせずに間違った情報を伝えてしまい、落ち込ん
だこともありましたが、最近は慣れて余裕が出てきました。
これまでの経験から、旅行者に喜んでいただき、私自身も
楽しんでガイドするために気をつけていることがあります。
　　

　　＊情報は常にアップデートする
　　＊情報はできる限り自分の目や足で確認する
　　＊観光案内所等とうまく連携、役割を分担する

　今も英語力の不足を情報量と笑顔で補いながら、楽しく
活動しています。笑顔で” ありがとう” と言ってもらえた時
の嬉しさは格別です。先日は、ハワイから来た方を両替機
の前までお連れしただけですが、マカダミアチョコレート
をいただき、嬉しくて家のお仏壇に供えました。（笑）
　会では「信玄公祭り」のガイドも行っています。今年は
２人で小さいお子さんのいる家族を担当したのですが、騎
馬軍団の参集場所にお連れして大変喜ばれました。こうし
たことがあるので、私の英語力でガイドしていることが信
じられないという夫を横目で見ながらも ” 無謀なチャレン
ジ” はやめられません。自分のレベルやペースでがんばっ
ていけることに喜びを感じています。
■ 目標
　まだまだボランティアガイドとして独り立ちできない私
ですが、夢があります。１つは 2020 年の東京オリンピック
でボランティアガイドをすること。もう１つは、自分の英
語力で海外を気ままに個
人旅行することです。
今はまだ「夢」の段階です
が、いずれは「目標」と
言えるように、もう少し ”
無謀なチャレンジ” を続け
ていこうと思います。
　そして、これが国際交
流に繋がっていくとすれ
ば最高です。

「レチョー」（ハンガリー家庭料理）
材　料（4人分）
ピーマン（輪切り 4 等分）  　  　 16 個
トマト（中／角切り） 　　    　　   5 個
玉ねぎ（粗みじん切り）　  　          2 個
ベーコン（ブロック／角切り）　            200 g
にんにく（みじん切り）                       1 片
塩、黒こしょう　　　　　　　     適量
マジョラム（ドライパウダー）  　  小さじ 1
パプリカ粉　　　　　　　　 大さじ 2
サラダ油　　　　　　　　　　　適量

　ペーテルさんが今回使用したのは、日
本の緑ピーマン。お母さんが作る家庭の
味に一番近いそうです。

☎055-235-6010㈹
〒400-0032 甲府市中央3丁目8-10  FAX：055-232-4098 E-mail：info@ozp. jp

h t t p ： // w w w . o z p . j p

伝えたいをカタチにする一滴
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JICA
通 信青年海外協力隊  活動紹介
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　私はアフリカ大陸の南に位置するザ
ンビアで理科教師として活動してい
ます。私は 2 年前にも理科教師とし
てザンビアの隣国であるモザンビー
クで活動していました。モザンビー
クでの理科教育は、実験設備がない
ため、暗記を中心とした講義形式だっ
たので、化学への関心を持ってもら
うことができませんでした。2 年の任
期を終え、いかにして生徒の考える
力を育て、また途上国の理科教育に
おける実験の意義を考えるため大学
院に入りました。そして、再び協力
隊に応募し、ザンビアでは寮制の中
学、高校で化学を教えています。
　 現 在 赴 任 し て い る 学 校 は 設 備 が
整っているので、できるだけ実験を
取り入れています。生徒も講義中心
より関心を持ってくれています。今
は生徒が何を学ぶべきかを念頭に、
考える力をどのように身につけさせ
るか日々奮闘しています。
　ここザンビアは赤道付近に面して
いるので、毎日暑いように思われま

すが、私の任地は標高が高いため、
11 月から 3 月の夏場の雨季は非常に
過ごしやすい気候ですが、頻繁に雨
が降り、ときに大雨になり道路が川
のようになることもあります。　
　5 月から 10 月の乾季は、ほとんど
雨が降らず（去年は全く降らなかっ
た）川の水が枯渇することもありま
す。朝は非常に寒く、暖房器具がほ
しいほどの気候です。
　ザンビアにおいて一番驚いたこと
は、日常は現地語で会話しています
が、ザンビアの公用語は英語なので、
授業はすべて英語で行われることで
す。これは日本とは全く異なった環
境です。授業中に生徒同士で討論さ
せると、ほとんどの生徒が現地語で
話すため何を話しているか分からず
困ったこともありました。　
　ザンビアに赴任して１年半が経ち
ましたが、残りの任期、生徒に物事
を関連付けて考える能力を育成する
ことを目標に頑張っていきたいと思
います。

 　　　　　　      JICA 山梨デスク  市 川  裕 美           JICA  http://www.jica.go.jp
   〒 400-0035 甲府市飯田二丁目 2-3  （公財）山梨県国際交流協会内
 Tel. 055-228-5419  Fax. 055-228-5473   jicadpd-desk-yamanashiken@jica.go.jp

　1   演示実験　2、3  授業風景　4   日本祭りでの習字体験　 5  日本祭りでの着物体験
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2,260円

   740円

3,410円 3,410円 9,080円

1,130円 1,130円 3,000円

   750円

   250円

● 会議室使用料
国際交流センター会議室の貸し出しを行っています。
平成２７年４月より、国際交流センター会議室が、施設予約サー
ビス「やまなしくらしねっと」からご予約いただけます。
※ ご利用３か月前から予約できます。
http://www.yia.or.jp/yia_info/yia_use2.html（詳細はこちらから）

　施設予約はこちらの QR コードからどうぞ

国際交流センターをご利用下さい

 国際交流センター会議室   ネット予約開始！

5

リフォーム部門 楽水クラブ

TOTO リモデルクラブ会員TOTO リモデルクラブ会員

0120-86-3246
ハロー み  ずリフォーム

400-0047 -40
TEL.055-228-8821（代）
400-0047 甲府市徳行二丁目10-40
TEL.055-228-8821（代）
400-0047 甲府市徳行二丁目10-40
TEL.055-228-8821（代）

信頼と実績、まかせて安心!

リフォーム実績500件以上！
1969年設立

信頼と実績、まか

ハロ

TTTTEEEEEEEETTTTEEEETE

心!



　国際理解講演会「ニュースの職人が見た
 ニッポンと世界」


