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JUNE
■ 市町村国際交流協会等連絡会
期日：6 月１２日（金）／２月

年2回

当協会及び市町村国際交流協会等の事業紹介をはじめ、協会が抱え
る課題等について意見交換を行う連絡会を開催します。

■ 国際サロン「インターナショナル スポーツフェ
スタ

ミニテニス大会」

募集中！

"International Sports Festa, Mini-Tennis Competition"

期日：６月２８日（土）10:00 〜 15:00
子どもから大人まで、初心者でも簡単にできるミニテニスを通じ、
県内の外国人住民と交流を図ります。

Date：June 28th 10:00 〜 15:00

Through playing mini-tennis which enables even beginners
to enjoy games, anyone from children to adults will have an
opportunity for cultural exchange with foreign residents of
Yamanashi.
募集中！

■ JICA 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト
期日：〜９月まで
全国の中学生・高校生を対象にしたエッセイコンテストで、開発途
上国の現状と国際協力の必要性について理解を深め、国際社会の中で
日本は何をすべきか、また自分たちひとりひとりがどう行動すべきか
について考えてもらうことを目的に毎年開催しています。

JULY
募集中！

A seminar to learn the attitudes and roles, and basic knowledge
of interpretation, so that volunteer interpreters can help foreigners
better in times of disaster.

■ 外国人住民等のための「避難所体験」
"Shelter Experience for Foreign Residents, etc."

Date：August or September Location：Hokuto City

For the purpose of improving disaster prevention awareness,
evacuation shelter experience will be held. Learn how to prepare
for disaster. It will also give you an opportunity for volunteer
interpreters' practices.

■「災害時外国人リーダーの役割を学ぶセミナー」
"Seminar for foreign leaders in times of disaster"

外国人キーパーソンや外国人サポーターを対象として災害や防災に
ついて学ぶと同時に地域の外国人リーダーの役割や資質について学ぶ
セミナーを開催します。

Date：August or September

期日：９月２７日（土）、１０月５日（日）
場所：県立国際交流センター 他
（公社）やまなし観光推進機構と連携し、英語・中国語・韓国語に対
応した観光ボランティアガイドを養成するための研修を実施します。

■ 山梨・アイオワ青少年育成事業
本県の高校生をアイオワ州に派遣し、ホームステイや現地での体験
プログラムを通じて両県州の架け橋となる国際感覚を養う機会とします。

AUGUST
■ 災害時通訳ボランティアセミナー
"Seminar for volunteer interpreters in times of disasters"
期日：８月〜９月
場所：北杜市

期日：１０月〜１２月
山梨で暮らす外国人住民の皆さんを対象に、見学や体験を通じて山
梨の歴史や伝統工芸などを学びます。

Date：October-December

Through viewing and experiences in this event, foreign residents
of Yamanashi can learn the history and traditional craft of
Yamanashi.

Location：Hokuto City

期日：〜１１月中旬
青年海外協力隊（20 ～ 39 歳）とシニア海外ボランティア（40 ～ 69 歳）
の募集をします。ご自身の技術や経験を海外で生かしてみませんか。

All foreign residents who are interested in learning the Japanese
language are invited to participate in free classes that focus on the
vocabulary needed in everyday life.

■ 国際理解講演会
期日：秋頃〜１２月
国連思想の普及と国際交流、国際協力に対する理解促進を図るため
の講演会を開催します。

■ オープンキャンパス「やまなし YIA 国際塾」
期日：秋頃〜１２月
世界の実状や課題について理解を深め、グローバルな視野をもった国
際人を育成するため、国際関係に携わる様々な人材を講師として招き、
開放講座を実施します。

■ 日本語ボランティア ブラッシュ・アップセミナー
外国人住民などの日本語学習を支援するため、日本語指導ボラン
ティアを対象に、スキルアップ法を学ぶ実践的なセミナー＆ワーク
ショップを開催します。（共催／山梨日本語ボランティアの会）

■ 国際交流センター利用者のための防災訓練

■ JICA ボランティア活動報告会＆教師海外研修授
業実践報告会

期日：１月１７日（土）
JICA ボランティアのＯＢ・ＯＧが派遣されていた国の様子や活動の
様子など写真やビデオを使って紹介します。同時に、夏休みに行われ
る教師海外研修の授業実践報告会も行います。

■ やまなしインターナショナルネットワーク（YIN）
「新春多文化交流会」

YIN の会員及び外国人住民による新春交流会です。

■ 医療通訳ボランティアセミナー
" Seminar for volunteer medical interpreters "
期日：１月３１日（土）
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、医療に関する通訳ボランティア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。

Date：January 31st (Sat.)
For foreign travelers and residents, communicating in
Japanese may be difficult. We will hold a seminar on medical
interpreting. There will be a role-playing and an emphasis on practice.

■ JICA ボランティア募集

災害弱者となりがちな外国人を支援する通訳ボランティア人材を育
成するため、その役割や心がまえ、通訳の基礎知識を学ぶセミナーを
開催します。

Date：August or September

■ 国際サロン「やまなし文化体験」
"Yamanashi Culture Experience"

Date：every Friday 18:30 〜 21:00

There will be various charity activities including music, dance and
foods of the world. These proceeds will be donated to organizations
for international cooperation, etc.

国際交流センター利用者（入居者、来館者等）を対象として、地震・
火災等の災害発生時を想定した避難訓練を実施します。

■ 観光通訳ボランティアガイドセミナー

18:30 〜 21:00

外国人住民 など日本語を勉強したい人に対し、日常生活に必要な
コミュニケーションを中心とした実践的な初級日本語講座です。

Date：December 13th (Sat.)

Location：TBA

A seminar will be held for foreign key persons and supporters to
learn disaster prevention, and to understand roles and qualities of
foreign leaders in local areas.

英語、イタリア語、フランス語等の語学講座、異文化理解を深める
外国文化講座を開講します。

期日：７月３０日（水）〜８月５日（火）

チャリティーを目的として、世界のさまざまな音楽や民族舞踊の発
表、外国料理の紹介などを行うクリスマスイベントを開催します。
その収益を国際協力団体等に寄付します。

期日：１２月２０日（土）／午前 午後 2 回

期日：８月〜９月
場所：未定

期日：〜２月まで

イタリアの歴史や観光、食文化、人々のライフスタイル等に触れな
がら「イタリア」を学ぶ講座です。※ 講座は日本語で行います。

県内で活躍する外国人住民と共に、さまざまな国の食文化、音楽、
パフォーマンス等を広く紹介します。
また、JICA、民間国際交流・国際協力団体等活動紹介の場を設け、
異文化や NGO 活動に対する理解を深めるイベントを開催します。

期日：１２月１３日（土）

毎年好評をいただいている TOEIC 講座。TOEIC スコア 500 〜 600 点
台を目指している方を対象に開講します。

全土曜日 3 回 10:00 ~11:30 ／ 定員：15 名

期日：毎週金曜日

防災意識の向上を図ることを目的として避難所体験を行います。
防災への備えや災害時の対処法について学び、通訳ボランティア実践
練習のための機会とします。

期日：7/19 - 8/30 全土曜日 7 回、14:00 〜 16:00 ／定員：15 名

期日：7/26 8/2 8/23

期日：１１月１５日（土）、１６日（日）
場所：小瀬スポーツ公園

■ワールド・チャリティー・クリスマス
" World Charity Christmas "

■ 外国語／外国文化講座 開講

募集中！

■ にほんご講座 "Japanese language class "

期日：８月〜９月
場所：北杜市

■ 夏期限定 外国語講座「TOEIC 基礎力アップ講座」

■ 夏期限定 外国文化講座「イタリアン・カルチャー」

■ 国際フェスタ 2014 "International Festa 2014"

■ 県内在住外国人の暮らしを考える意見交換会
外国人住民が抱えるさまざまな生活上の問題の解決策等について検
討を行う意見交換会を開催します。

■ グローバル支援事業
年間を通じて募金や未使用の文具等の収集活動を行い、開発途上国
及び海外の被災地等の支援に役立てます。

■「専門家相談」（予約制）
" Specialist consultation " (reservation required）
期日：毎月第１水曜日 18:30~21:00 ／毎月第３日曜日 13:00~16:00

外国人住民を対象に、法律を専門とする大学教授や多言語での対応
が可能なカウンセラーが生活や労働問題などに関する相談業務を実施
します。

Date：1st Wednesday of every month 18:30 〜 21:00
13:00 〜 16:00
3rd Sunday of every month

For foreign residents, multilingual counseling (regarding a daily
life, labor issues, etc.) with a university professor, faculty of law.

■「山梨県国際交流協会ニュース」掲載
" Yamanashi Multilingual News Weekly "
山梨日日新聞社が県内の１週間の主なニュースを４ヵ国語で提供す
る、
「４ヵ国語版ウイークリーニュース山梨」に「国際交流協会ニュー
ス」を掲載しています。山梨日日新聞社／毎週火曜日発行
（対象言語：日本語、韓国語、英語、ポルトガル語）

The Yamanashi Multilingual News Weekly is published every
Tuesday by Sannichi News, which focuses on major news
issues and announcements from the Yamanashi International
Association. Available in Japanese, Korean, English and Portuguese.

「山梨県国際交流協会 facebook」
国際交流協会からのお知らせの他、県内の国際交流・協
力、多文化共生に関すること、多言語情報などを共有していきます。
Facebook に登録していなくても閲覧が可能です。登録している方は、
ぜひ「いいね！」をしてくださいね。↓

https://www.facebook.com/YamanashiInternationalAssociation

■国際交流センター「ロビー展示」
国際交流センター 大会議室前のスペースを利用して、さまざまな文
化を紹介する写真や絵画展示を行っています。
ロビー展示を希望する団体、個人の皆さんへの貸出しも行っています
のでご利用ください。（無料）
展示期間：1 ヶ月
※ 開催時期等が変更になる可能性がありますので、ご了承ください。
※ 募集中！ 2014 年 6 月現在で募集している事業です。

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/YamanashiInterna
tionalAssociation
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1969年設立

リフォーム実績500件以上！

TOTO リモデルクラブ会員

信頼と実績、まか
まかせて安心!
心!

400-0047 甲府市徳行二丁目 10-40
-228-8821（代）
TEL.055
TE
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☎ 055-235-6010 ㈹
〒400-0032 甲府市中央3丁目8-10 FAX：055-232-4098 E-mai l：i nfo @ozp. jp

リフォーム部門 楽水クラブ

ハロー

み ず リフォーム

0120-86-3246

