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「観光通訳ボランティアガイドセミナー」
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「 ワールド・チャリティ・クリスマス」

World Charity Christmas

セミナー

「災害時における外国人
住民キーパーソンの役割」

11:00~15:30

多文化共生事業「医療通訳

ボランティアセミナー」

「インターナショナル・スクール・デイ」

International School Day
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JICA 山梨デスク 伊 藤 理 絵

〒 400-0035 甲府市飯田二丁目 2-3
（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
JICA http://www.jica.go.jp

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）
TE
TEL.055
T
E

リフォーム部門 楽水クラブ
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ハロー

み ず リフォーム

0120-86-3246
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伝 えたいをカタチにする一 滴
h t t p ： // w w w . o z p . j p

☎ 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
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nformation
がいこくじん

よやくせい

そうだん

予約制『SODAN ＊外国人なんでも相談』

JICA ボランティア活動報告会

■と き

第１水曜日 午後６時３０分〜９時／第３日曜日 午後１時〜４時

■ ところ

県立国際交流センター

■ 相談員

法律専門家

■言 語

ポルトガル語、スペイン語、英語、インドネシア語、日本語

れぞれの派遣国で感じたこと、活動の様子などを報告します。世界各地で活

※ 必要に応じてその他の言語対応可
無 料

躍した方々の生の声をお聞きください。

■費 用

上條

醇 氏、金

JICA ボランティアとは、開発途上国と呼ばれるさまざまな国に赴き、現地
の方々と協力し、
その国のために活動するボランティアで JICA 事業のひとつです。

亮完 氏（通訳

林ジョニー氏）

今年度に帰国した山梨県出身で JICA ボランティアとして活躍した方が、そ

報告会の後は、インドカレーを楽しみます。ぜひご参加ください。

■ 問合せ （財）山梨県国際交流協会 tel.055-228-5419
と

Free Legal Consultation for Foreigners

By appontment only!
When: Every first Wednesday night of the month. From 6:30 pm to 9 pm.
and every third Sunday afternoon of the month. From 1 pm to 4 pm.
Where: Yamanashi International Centre.
Consultee: Atsushi Kamijo / Yangwhan Kim (Legal professionals)
Interpreter: Johny Hayashi (English, Indonesian, Portuguese, Spanish and Japanese)
The service is FREE OF CHARGE.
Contact : Yamanashi International Association tel. 055-228-5419

き

ところ
内

平成２５年１月１９日（土）午後１時３０分〜４時３０分（受付 1 時〜）
山梨県立国際交流センター

1 階 大会議室

容 ■ 山梨青年海外協力隊協会の活動及び JICA ボランティアについて

■ 帰国隊員の活動報告（ネパール、ブータン、ヨルダン、ラオス、
セントルシア、バヌアツ）

■ 意見交換と世界の食の紹介（インドカレー）

Amina Dante

会議室使用料
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12 月

「ワールド・チャリティ・クリスマス」

クリスマス・マーケットをはじめ、世界の料理、音楽、
パフォーマンス等をお楽しみください。
と き １２月８日（土）午前１１時〜午後３時３０分
ところ 県立国際交流センター
参加費 大人５００円 小中高校生３００円
（未就学児童無料）

「災害時における
外国人住民キーパーソンの役割」

災害時などの緊急時における外国人住民キーパーソ
ンの役割を学ぶセミナーを開催します。
協力：災害・防災ボランティア「未来会」ほか
と き １２月 1 ６日（日）午後１時〜４時
ところ 県立国際交流センター

1月

「防災訓練＠国際交流センター」
外国人住民を対象に災害や地震に備え、消火活動や
起震車体験を交えた防災訓練を実施します。
と き １月９日（水）午後１時〜２時３０分
対 象 在住外国人住民、留学生他
ところ 県立国際交流センター

「医療通訳ボランティアセミナー」
「医療通訳の役割や心得」に加え、医療現場を想定し
た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。
と き 1 月２７日（日）午前１０時〜午後４時
講 師 MIC かながわ医療通訳者等
言 語 英語、ポルトガル語、中国語、スペイン語
ところ 県立国際交流センター

２月

You will find an international food corner, music
and much more.
Time: Saturday, December 8th. 11:00~15:30
Location: Yamanashi International Centre
Entrance Fee: Adults - 500 Yen; Students - 300
Yen; Under Elementary School: Free

January

Emergency Drill
at the International Centre

An earthquake simulation vehicle and fire drills
will help you become prepared in case of an
emergency.
Time: Wednesday, January 9th. 13:00~14:30
Target: Foreign residents, exchange students, etc.
Location: Yamanashi International Centre

Februay

Yamanashi International School Day

Four teachers from all around the world will
offer fascinating lessons in English.
Time: Sunday, February 3rd. 10:00~16:00
Location: Yamanashi International Centre
Tuition Fee: 1,000 Yen (lunch included)
Capacity: 60 people (reservation required)

Dezembro

World Charity Christmas 2012

Está chegando a época da Festa de Natal
beneficente realizado anualmente no centro
Internacional de Yamanashi, com comidas
típicas, shows, jogos e brincadeiras para crianças.
Data: 8 de Dezembro, 2012 (sáb), das 11h às 15:30h
Local: Centro Internacional de Yamanashi
Entrada: Adulto 500 ienes Estudante 300 ienes
(crianças até 6 anos não pagam)

「インターナショナル・スクール・デイ」

Janeiro

「観光通訳ボランティアガイドセミナー」

Prepare se para enfrentar terremotos e
incêndios. Aprenda a apagar focos de incêndio e
experimente o tremor de um terremoto de grande
escala com a ajuda de um simulador.
(p/ residentes, estudantes e estagiários estrangeiros)
Data: 9 de Janeiro (qua), das 13h às 14:30h
Local: Centro Internacional de Yamanashi

多彩な講師を迎え、さまざまなテーマのもと英語で
授業を行います。
と き ２月３日（日） 午前１０時〜午後４時
ところ 県立国際交流センター
定 員 ６０名 参加費 １, ０００円（ランチ付）
対 象 英検 2 級程度の英語力のある方

山梨県を訪れる外国人観光客が、歴史や自然、観光
などを理解し、有意義な旅行ができるよう観光ボラ
ンティアガイドを養成するセミナーを開催します。
と き ２月初旬〜中旬
ところ 県立国際交流センター
参加費 無料
問合せ（財）山梨県国際交流協会
TEL 055-228-5419
※ 各イベントの詳細はチラシをご覧ください。

December

World Charity Christmas 2012

Come and join us at the International Center of
Yamanashi for the Charity Christmas 2012!

Treinamento para Emergências

Seminário para intérpretes
médicos voluntários

Seminário sobre “o papel e a ética de intérpretes
médicos” e simulação de casos de atendimento
médico.
Data: 27 de Janeiro, 2013 (dom.), das 10h às 16h
Palestrante: Intérprete médico de MIC
Kanagawa
Local: Centro Internacional de Yamanashi
Inscrições: utilize os formulários próprios para
inscrição
*veja mais detalhes no panfleto
Informações: Tel: 055-228-5419 / Fax: 055228-5473/ e-mail: yiaevent@gmail.com
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