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  募集中！

  　　　　　　　　　　    

　　　　　　　　　　   

　　　　　　　     

　カンボジアの歴史や文化、音楽、アート、料理などさまざまな角度
から紹介する国際フェスタ「オークン・カンボジア」を開催します。
今もなお内戦の負の遺産として残る「地雷」を除去し、懸命に土地の
再生や生活再建に取り組んでいる現状、また昨年実施した「カンボジ
ア スタディ ツアー」の参加者が体感した「心の豊かさ」あふれるカ
ンボジアも合わせて紹介します。

期日： ７月２４日（日）／８月２８日（日）
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   その他

  募集中！

　医療機関等において日本語での意思疎通が困難な外国人支援を目的
として、医療に関する通訳者を育成するためのセミナーを開催します。 
ロールプレイを導入し、より実践を重視したセミナーです。
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Modo de Preparar:
*Colocar o harusame e kikurage de molho em água quente 
por 30 minutos, depois cortar em tiras de 2 cm.

◉ Numa tigela prepare o recheio colocando os 
ingredientes (A), mais o sal, pimenta do reino 
e óleo vegetal (1 colher de chá). Misture bem 
(adicionar os ovos em duas vezes). Deixar em 
repouso por 15 min.
◉ Numa outra tigela colocar água, açúcar, um 

pouco de vinagre para amolecer o rice paper. 
Quando  a folha amolecer, retirar e escorrer a 
água, colocar o recheio na parte inferior, dobrar as 
laterais e enrolar a partir da parte inferior. Deixar na 
geladeira por 10 min.
◉ Fritar devagar em óleo vegetal (160 ℃ ) até ficar 
corado.
◉ Numa tigela misturar os ingredientes do 
molho e um pouco antes de servir adicionar o 
alho e pimenta picados.

日
本
語
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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

●

バロー甲府昭和店

R20

インド人シェフが作る本場インド料理！

  

5



   

 

  Temos diferentes trabalhos em diversas regiões para você!
 Ligue-nos e venha fazer um cadastro conosco!

   We have many jobs in many places for you!
 Call us and come to a register with us!

                   www.trendco.biz
      info.mail@trendco.biz

Head Office   Aichi ken Kariya shi Ginza 4-40         ☎︎ 0566-22-1177
Yamanashi Branch  Yamanashi ken Kofu shi Osato 1049-3    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       ☎︎ 055-244-1081
Fukuoka Branch     Fukuoka ken Iizuka shi Kayanomori 149-8  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ☎︎ 0948-43-9937
                                                          License No. 派 23-301378 　/　 23- ﾕ -301187 

123Hotel

●Blue earth

R20

Kokubo Sta.

●

作り方　*春雨、キクラゲを 30 分ほど湯につけもどし、2cm ほどの長さに千切りしておく。
●　ボウルに A、塩、こしょう、サラダ油（小さじ 1）を入れ、練り合わせて餡を作る。（卵は 2 度に分けて入れる。）
　　15 分ほど寝かせる。
●　別のボウルに水、砂糖、酢（少々）を入れ、ライスぺーパーをもどす。皮がしっとりしたら軽く水気を切り、　
　    皮の真ん中より下の方に餡を入れる。左右を内側に折り、下から上へ巻きあげる。冷凍庫で 10 分ほど寝かせる。
●　鍋にサラダ油を準備、低温（160℃）でじっくり揚げ、表面がキツね色になるまで加熱する。
●　ボウルにつけソースの材料を入れよく混ぜる。食べる直前にみじん切りしたにんにく、唐辛子を入れる。

株式会社
☎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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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

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!
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YIA Event Calendar

と　き　７月２４日（日）／８月２８日（日）　　
ところ　甲府市　　共　催　甲府市

Date&Time: Sunday, July 24th, August 28th

講　師　 高橋伸行氏（多文化共生マネージャー全国協議会 理事）
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