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Ｐ５：講座紹介「楊式太極拳講座」
　　　せかいの台所　ベトナム／スペイン
Ｐ６：４月からの外国語講座のご案内
Ｐ７：メンバー／参加者 募集のご案内
　　　　　英語交流クラブ・せかいの台所年会員
　　　　　楊式太極拳講座・コロラドスタディツアー
Ｐ８：アマゾン民族館特別企画 講演会
　　　せかいの台所出前講座／羽黒

世界の民族と文化 好評開催中

開館時間 9:00～17:00
毎週土曜日は、小・中学生入館無料!

バングラデシュ料理 ファルジャーナ ヤスミンさんの台所

新年を祝う会には、一品持ち寄りで多くの人が参加、安
やす
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は大人気でした。
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国際村の日本語教室を紹介しますW
　＜国際村日本語教室はどんなところ？＞
　出羽庄内国際村では、開設以来16年にわたって、

地域の在住外国出身者のための日本語教室を開講して

きました。現在は約80人の外国出身者の方と、約40

人の日本語指導ボランティアの方々が、一緒に勉強し

ています。

　鶴岡市に住んでいる外国出身者の数は、現在約900

名。国際結婚をはじめ、仕事の関係、研修、留学な

ど、在日の理由は様々です。外国から来て日本で生活

するにあたっては、ほとんどの方が言葉や習慣の壁に

ぶつかってしまいます。その問題を少しでも解消でき

るように、また、日本語学習を通してお互いの国の文

化や習慣を理解したり、考え方を学ぶ機会にしよう

と、日本語教室は開かれました。

　初めは講座も一つしかなく、学習者やボランティア

も数名でした。しかし徐々に口コミなどで日本語を学

びたいという学習者が増え、国際村ではそれに伴い講

座の数やボランティアの数も増やしてきました。ま

た、国際村以外の場所でも勉強ができるよう、朝日地

域でも教室を開講しています。

　＜日本語教室に参加するには＞　
　今では主な教室として日曜日と火曜日に開講してお

り、多くの学習者と指導ボランティアがこの曜日に

通っています。できるだけ学習の回数を増やそうと、

他にも土曜日に小さい教室を開いたり、金曜日には中

国語を使って日本語文法などを学ぶ教室も開講してい

ます。

　年度内に一度登録していただくと、どの曜日の教室

にでも自由に参加できます。日曜日や火曜日は、学習

者のレベルに合わせ、少人数のグループに分かれて勉

強していますので、日本語初級者から上級者まで、ま

た、子どもから年配の方まで、どなたでも参加いた

だけます。1年間の登録料と月々の参加費は合わせて

1,500円です。

＜日本語教室の年間の活動＞
　日本の文化や地域の習慣などをより具体的に知って

もらい、また地域の人たちとの交流を図るため、日本

語学習以外の活動もしています。

　春には鶴岡公園で花見、夏は堅苔沢地区の海の運動

会への参加、秋は芋煮会やぶどう狩り、新春は新年を

祝う会を行っています。また、年に数回、地域の家庭

料理や伝統料理を学ぶ「器の会」の開催や、月に一度

の茶道体験もしています。日本語教室に登録していた

だくと、こういった行事にも参加していただけます。
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2009年　秋　ぶどう狩りの様子

佐藤瞳　さん（中国出身）

　私は4年前日本に来ました。言葉は全然わかり

ませんでした。親戚から日本語教室を紹介されま

したが、最初の頃は教室での会話もよくわからな

いので、勉強が続きませんでした。言葉がわから

ない事は生活に不便がたくさんあります。車の免

許の勉強や仕事など、とても難しかったです。一

番困ったのは入院の時でした。初めて一人にな

り、医師と看護婦さんが説明する時、なんにもわ

かりませんでした。その時、日本語を勉強したい

気持ちを強く持ちました。それから教室にできる

だけ行くようにしています。教室の勉強は、日本

語以外にも、日本の習慣、礼儀も教えてくれま

す。困り事の相談も、ボランティアの先生に助け

てもらっています。これからもがんばりたいと思

います。

伊関吉弥　さん

　思い起こせば私が日本語ボランティアを始め

たきっかけは、4年前、某知人に「日本語ボラン

ティア養成講座があるので一緒にやらない？」の

誘いがそもそものスタートラインでした。でも、

その時最初に脳裡に浮かんだのは、果たして自分

が外国人に対して日本語を教える事なんてでき

るんだろうかという疑問でした。それでも50代

半ばまで何か一つをやり通すということをしてこ

なかった自分に決別の思いで挑戦してみることに

しました。さあ、でもそこからが大変でした。最

初の授業はと言えば、口の中が渇いてうまくしゃ

べれず四苦八苦したことを今でも昨日のことのよ

うに覚えています。そんなこんなで4年目を迎え

ていますが、自分なりにどういうスタンスで日本

語教室に取り組んでいったらいいのか、いろいろ

考えてみての結論は「学習者はお客様、相手の国

の文化を尊重、一緒に楽しく会話」。これを念頭

に、今後も頑張って行こうと思います。

日本語教室学習者の方からひと言

日本語指導ボランティアからひと言
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入管法の改正について
ります。なお、新しい在留管理制度の導入に伴って外

国人登録制度は廃止されます。

　対　象　

　在留資格をもって合法的に我が国に中長期間在留す

る外国人です。具体的には「技術」「人文知識・国際

業務」「留学」「日本人の配偶者等」「永住者」の在

留資格を持っている人です。

　新たな在留管理制度のメリット

（1）在留期間の上限が今までの「3年」から「5年」

とすることや、「留学」の在留期間の最長期間が「4

年3月」とする予定です。

（2）有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が

出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再

入国許可を受ける必要がなくなります。

　また、再入国許可を受ける場合の再入国許可の有効

期間の上限は「3年」から「5年」に伸長されます。

　注意してほしいこと　

　新しい在留管理制度の導入に伴って、在留資格の取

消しや退去強制の事由、罰則なども設けられていま

す。

　在留カードの交付場所

　新しい在留管理制度の施行後に、新たに日本に入国

した方は、上陸した空海港で交付され、施行前から日

本に在留している方は地方の入国管理局で交付されま

す。

詳しくは入国管理局のホームページ

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/

koumoku1.htmlをご覧ください。

観光看板の設置に協力しました。
　出羽庄内国際村では昨年、鶴岡市観光物産課からの

依頼を受け、観光地などに設置する多言語での看板作

成に協力しました。近年庄内には、ミシュラングリー

ンガイドで３つ星を獲得した羽黒山の杉並木や、映画

のロケ地になったことなども影響してか、外国からの

観光客も多く訪れるようになりました。

　看板は、庄内一円の地図と主な観光地を記載したも

の。言語は日本語、英語、韓国語、中国語（繁体字・

簡体字）で、すべての言語が1枚の看板の中に併記さ

れています。

　国際村では、地域の外国出身者の協力を得ながら、

この翻訳作業を担当しました。今回は酒田市などの情

報もあったため、どんな施設なのかを正確に把握する 

作業などに時間がかかりましたが、庄内に初めて来た

外国人旅行者でもわかりやすいようにと、表現を工夫

しました。

　設置場所は庄内観光物産館、湯の浜のコスパ前、道

の駅あつみ「しゃりん」の情報館、あつみ温泉朝市広

場、道の駅月山「月山あさひ博物村」駐車場脇の5か

所に設置しています。

道の駅あつみに設置された看板

　平成21年の通常国会で、出入国管理及び難民認定

法等一部改正に関する法律が可決・成立し、平成21

年７月15日に公布されました。

　改正法には、在留カードの交付など新しい在留管理

制度の導入や、研修・技能実習制度の見直し、在留資

格「留学」と「就学」の一本化等などが盛り込まれて

います。

＜改正のポイント＞

1.在留カードの交付など新たな在留管理制度を導入

します。

2.特別永住者の方には特別永住者証明書を交付します。

3.研修・技能実習制度を見直します。

4.在留資格「留学」と「就学」を一本化します。

5.入国者収容所等視察委員会を設置します。

6.拷問等禁止条約等の送還禁止規定を明文化しました。

7.在留期間更新申請等をした方について在留期間の

特例を設けます。

8.上陸拒否の特例を設けます。

9.乗員上陸の許可を受けた方は乗員手帳等の携帯・

提示義務が生じます。 

10.不法就労助長行為等に的確に対処するために退去

強制事由等を設けます。

＜施行日＞

　ポイント1、2は公布の日から3年以内、3、4、5、

7、8、10はＨ22年7月1日、9はＨ22年1月１日、6

は公布の日から施行されます。

＜新しい在留管理制度＞

　具体的な改正内容　

　在留カードが交付されるほか、届出手続などが変わ

― 新たな在留管理制度 ―
＜入国管理局HPより＞
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　12月13日㈰に毎年恒例のチャリティーダンスパー

ティーが開催され、約120名のダンス愛好家の方が参

加しました。

　このイベントは、毎年12月に開催され、多くの方

にご参加、ご協力いただいております。収益金は、国

際村で行っている「日本語教室」の活動資金に充てら

れています。「日本語教室」は、地域在住の外国出身

者のために開催している教室で、日本語指導ボラン ティアの方にご協力いただき、一緒に勉強していま

す。（詳しくは、本誌２ページをご覧ください。）

　今回も庄内地区で活躍している、スイング クレイ

ンズ ジャズ オーケストラの生演奏を楽しみながら

踊っていただきました。生演奏を聴きながら踊る機会

はなかなかないそうで、このパーティーをとても楽し

みにしてくださっている方もいらっしゃいました。

　当日は、冬の寒さにもかかわらず、暖房がいらない

ほどの活気であふれていました。アマチュアデモンス

トレーションも披露され、クリスマスシーズンを盛り

上げる、とても華やかな一夜となりました。

チャリティーダンスパーティー12/13
SUN

　１月31日㈰、出羽庄内国際村では今年も「新年

を祝う会」を開催しました。

　一年に一度、日本語教室の関係者のみなさんはじ

め、国際村の外国語講座を受講されている方々や講

師の先生方、英語交流クラブのメンバーなどが一堂

に会するイベントです。今年は約130人のみなさん

が集まりました。　　

曜日や時間が違うため、活動場所は同じ国際村でも

普段会う機会はない方々が多くいらっしゃいます。

全員が自慢の料理などを一品持ち寄り、にぎやかな

新年会となりました。

　今年はステージ出演として、「藤沢地区大黒舞

グループ」の皆さん10名に参加していただきまし

た。今回踊っていただいたのは、おめでたい時に踊

られる大黒舞、山形の代表的な花笠を使った踊り、

そして滑稽な動きで見る人を楽しませてくれる安来

節の３曲。大黒舞や花笠は大変華やかな衣装で、お

正月にはぴったりの踊りでした。また安来節は竹の

ザルを使ってドジョウをすくう動きが入り、外国出

身の参加者も、初めて見る伝統の踊りに見入ってい

ました。

　そのほかステージでは、酒田の高校で英語を教え

ているエイドリアン・オコーネルさんが、ギターと

歌を披露してくれました。とても渋い素敵な歌声

で、会場の皆さんはうっとりと聞いていました。

　また、本格的に臼と杵を使った餅つきや、鳥の羽

根で作った「ジェンズ」を足で蹴ってその回数を競

う大会、ビンゴ大会などを行い、上位入賞者には賞

品も用意。みんな真剣に取り組んでいました。今年

も皆さん、よい年でありますように！

 毎年恒例

「新年を祝う会」開催　

1月31日

藤沢地区大黒舞
グループの皆さん

臼と杵で餅つき体験
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出羽庄内国際村 これまでの事業

　平成20年度よりスタートした文化体験講座、「楊

式太極拳講座」。10名の受講者から始まり、現在は

７名の方々が一歩一歩着実な練習で、進歩していま

す。

　冬空のもと、交通状況の悪い中にも関らず、庄内各

地から受講者が集まってきます。見た目には緩やかで

のびのびしたスタイルの楊式太極拳ですが、れっきと

した中国武術の一門派なのです。

　先日、講座におじゃましてみました。

　講座の開始時間になると、皆さん大きな円になっ

て、そろって準備体操を始めました。準備体操といっ

ても、それは念入りなもので、見ているこちらも汗が

出てきそうなくらいです。20分位時間が経った頃で

しょうか、そろそろ本格的に楊式太極拳の練習に入り

ます。

　さあ、興味をお持ちになった方は、来年度春から早

速始めてみましょう！詳しくはP.７をご覧ください。

文化体験講座　楊式太極拳講座

12/20　ベトナム料理～フォンさんの台所～

　12月のせかいの台所

講師はベトナム出身の

川村フォンさん。クム

タム（ご飯の上にロー

ス肉やいろいろなおか

ずをのせる料理）、ニ

ラと豆腐のスープ、ゴマのデザートの３品を教えてい

ただきました。調理の前に刻んでおく材料の量がとて

も多かったのですが、出来上がった料理のボリューム

はそれ以上！参加者の皆さんも、この日は夜までレモ

ングラスの香でさわ

やかにお腹が満たさ

れていたそうです。

　21年度最後の料

理はカナダ料理。３

月から、22年度の

会員募集（詳しくは

P.７）が始まります。

　このせかいの台所に

は、国際村を飛び出し

て行う「出前講座」が

あります。

　今年度１回目は、平

成21年11月。藤島公

民館を会場にして、

「エジプト料理～ヌールさんの台所～」をお楽しみい

ただきました。野菜をたっぷり使った代表的なヘル

シーメニュー３品を作りました。

　第２回目は今年１月。櫛引公民館を会場に「スペイ

ン料理～バージニアさんの台所～」を開催しました。

アメリカ出身のバージニアさんが、大学時代を過ごし

たスペインの料理を

紹介してくださいま

した。ジャガイモ

たっぷりのオムレツ

など、４品にチャレ

ンジしました。

国際村　せかいの台所

講座風景からのひとコマ

楊式太極拳動作名称表

美味しい料理が完成しました。

出前講座藤島編　エジプト料理作りより

出前講座櫛引編　スペイン料理

よう  しき

国際村に探検隊がやって来た！
　去る10月27日、朝暘第二小学校２年生８名が国際村に来ました。

　二小学区にどんな店や施設があるのか「まちたんけん」しており、国際村の

ホールや研修室、調理実習室、アマゾン民族館を見てまわりました。

　研修室では「日本人は外国語、外国の人は日本語を勉強しています」と説明

すると「外国の人も来て勉強するの？」「外国人は何人いるの？」「どこの国の

人？」など次々に質問が続きました。　国際村は身近になってくれたかな？
まちたんけんリーダーは平

ひら

方
かた

千
ち

尋
ひろ

くん



キッズ英会話 講師：ピーター  アリスマ氏
◆期間：4/16～7/16㈮全12回
◆時間：19：00～20：00
◆対象：小学生
◆受講料：12,000円
先生と一緒に英語を楽しもう!♪

初心者英会話 講師：イアン  ケネディ氏
◆期間：4/15～7/15㈭全12回
◆時間：19：00～20：30
◆対象：初心者向け
◆受講料：15,600円
中学・高校で学んだ英語を思い出して!

レベルアップ中級英会話 講師：ミダ  バーンズ氏
◆期間：4/15～7/15㈭全12回
◆時間：19：00～20：30
◆対象：中級者向け
◆受講料：15,600円
高等学校卒業程度の英語力があればOK!

中国語・入門 講師：康　彦玲（カン  イェンリン）氏
◆期間：4/9～3/18㈮全38回
◆時間：19：00～20：30
◆対象：入門者向け
◆受講料：49,400円（3期分割可、テキスト代別）
テキストを使って丁寧に、そして着実に進

んでいきます。

中国語・実用会話 講師：楊　詠麗（ヤン  ヨンリ）
◆期間：4/9～3/18㈮全38回
◆時間：19：00～20：30
◆対象：初級者以上向け
◆受講料：49,400円（3期分割可、テキスト代別）
基本を一通り終えた方に最適なコース。文

法はもちろん会話力も身につけましょう。

講師：オスカー  ゴンザレス氏

曜日：毎週木曜日

時間：19：00～20：00
☆4/15スタート予定

講師：チャ－ルス  カサバン氏

曜日：土曜日（不定期）

時間：11：00～12：00
☆4/10スタート予定。

講師：楊　詠麗（ヤン  ヨンリ）

曜日：毎週木曜日

時間：19：00～20：00
☆4/1スタート予定

講師：臧　延青（ザン  イェンチン）氏

曜日：毎週土曜日

時間：15：30～16：30
☆４/3スタート予定

講師：蔡　明子（サイ  ミョンジャ）氏

曜日：毎週金曜日

時間：19：00～20：00
☆4/2スタート予定

˜
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平成22年度　出羽庄内国際村外国語講座
　各言語「入門コース」はテキストを使い、１年間かけて学ぶコースになっております。その他は、
１年を３期に分けてプログラムしています。各講座、受講者３名から開講いたします。

平成22年度平成22年度平成22年度 出羽庄内国際村出羽庄内国際村
　春 はじめてみませんか？

フリートーク型講座
気軽に外国語で会話を楽しみたい！という方にピッタリな講座があります。
チケット制の講座で、５回券／２，５００円、１０回券／４，５００円です。このチケットは、３言語共通チケットなので、どの講座に出
ても構いません。期限もありません。都合のいい時に気軽におしゃべりしましょう！！（試しに…という方は、１回５００円です。）

朋
友
你
好
！
（
中
国
語
）

か
ん
ば
せ
ー
し
ょ
ん
喫
茶
店
（
英
語
）

韓
国
と
の
出
会
い
（
韓
国
語
）

韓国語・入門 講師：崔　鍾美（チェ  ジョンミ）氏
◆期間：4/7～3/16㈬全38回
◆時間：19：00～20：30
◆対象：入門者向け
◆受講料：49,400円（3期分割可、テキスト代別）
発音・ハングルの読み方、書き方など、テキ

ストを使って丁寧に学びます。

韓国語・実践 講師：金　玟兒（キム  ミナ）氏
◆期間：4/7～3/16㈬全38回
◆時間：19：00～20：30
◆対象：初級～中級者向け
◆受講料：49,400円（3期分割可、テキスト代別）
基本を一通り終えた方が対象です。実際

に活かせる韓国語を学びます。

フランス語：A入門／Bステップアップ 講師：チャ－ルス  カサバン氏
◆期間：4/7～3/16㈬全38回
◆時間：A19：15～20：15、B20：15～21：15
◆対象：A入門者/ B初級～中級者
◆受講料：38,000円（3期分割可、テキスト代別）
Aコースは最初の一歩を！Bコースは会話

を楽しみたい方に最適。

ロシア語：A入門／B初級 講師：イリーナ  クロチェンコ氏
◆期間：4/15～3/10㈭全33回
◆時間：A18：30～19：30、B19：30～20：30
◆対象：A入門者/ B初級～中級者
◆受講料：33,000円（3期分割可、テキスト代別）
基本から着実に進んでいきましょう！初級

クラスの方はさらに上を目指して！

スペイン語：A初級／B中級 講師：オスカー  ゴンザレス氏
◆期間：4/13～7/13㈫全11回
◆時間：A19：00～20：00、B20：00～21：00
◆対象：A初級者/ B中級者
◆受講料：11,000円（テキスト代別）
初心者でも経験者でも気兼ねなく学べます。
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出羽庄内国際村  でわしょうないこくさいむら  DEWA SHONAI INTERNATIONAL FORUM
このコーナーでは、出羽庄内国際村の事業や募集などをお知らせします。
詳しくは、出羽庄内国際村事務局にお問合わせください。

平成22年度 英語交流クラブメンバー募集!
　このクラブは、英語に興味のある中・高校生が月に

１度集まり、英語を使って様々な活動をしています。21

年度はワシントン州高校生訪問団との交流、ハロウィン

ゲーム、英語でお菓子作り、クリスマス会、国際村のイ

ベント（ワールドバザール、新年を祝う会）への参加など

の活動をしてきました。22年度も楽しい活動を計画中で

す！

　英語圏の指導者や海外からの訪問団との交流を通し

て、コミュニケーション能力も身につきます。1回無料で

見学もできます。興味のある方は、国際村までぜひご連

絡ください！

◆活動日：土曜日または日曜日　月に１回
◆対象者：中・高校生、高専生
◆年会費：２,０００円　（活動費として）
（別途材料費などがかかる場合もあります。）
◆指導者：英語圏出身の方

10月の英語交流
クラブの様子

平成22年度 楊式太極拳講座受講者募集
　平成20年から始まった文化体験講座「楊式太極拳講

座」も、６月で丸２年になります。楊式太極拳の特徴を講

師の さんに聞いてみました。「動作は、蚕が絹糸を吐
くように長く続いて絶えません。軽く、柔らかく、円く、
途切れず、逆腹式呼吸法で行います。」との事。興味が
わいた方！お申込み・お問合わせお待ちしております。

◆講師：  莉
リ

莉
リ

氏（上海出身/酒田市在住）

◆日時：2010年4月13日㈫～2011年3月15日㈫

　　　　全36回コース　19：00～21：00

◆場所：出羽庄内国際村１階ホールほか

◆対象：初心者・経験者問わず受講できます。

◆受講料：前期：4～9月（18回）…16,200円

　　　　  後期：10～3月（18回）…16,200円

◆服装：運動に適した服装

＊受講者５名より開講。

講師の さん

［受講される皆さんへ一言］
初めての酒田の冬はとても寒
くて耐えられませんでした。楊
式太極拳を再開してから基礎
体温があがり厳冬が楽に過ご
せるようになりました。
　私の部屋の設定温度は15℃
です。知らないうちに暖房費の
節約だけではなく、体も丈夫な
体質に変えられます。
　是非、この直伝楊式太極拳
を味わってみてください。

平成22年度 せかいの台所メンバー募集!
　国際村の人気講座「せかいの台所」。毎回、各国出身

の講師を招いていろいろな国の料理を学んできました。

年６回（偶数月）の講座で、21年度はロシア、中国、チ

リ、オーストラリア、ベトナム、カナダ料理を実施。22年

度も、皆さんと一緒に楽しく各国料理を学びたいと思い

ます。年会費は10,000円（翌年3月31日まで有効）。入

会すると国際村の賛助会員になりますので、語学講座等

をお得に受講できる他、料理教室もとてもお得に参加出

来ます。定員になり次第締め切

らせていただきますので、早め

に国際村までお申込みくださ

い。申込みは左下の日時から

開始となります。

今年もコロラドスタディツアーを企画しています!
　今年も出羽庄内国際村では、アメリカ・コロラド州への

スタディツアーを企画しています。昨年は新型インフル

エンザなどの影響で、中・高生のツアーは行いませんで

したが、大人の希望者と国際村職員により、試験的にツ

アーを実施。ホームステイや英語のレッスンで、現地の人

や生の英語に触れ、様々なアクティビティーを通してコロ

ラドの文化や自然を満喫した8日間でした。

　今年も夏休み期間に、1週間程度の子どもと大人のツ

アーを予定しています。国際村とつながりの深いコロラド

のみなさんが受け入れをしてくれます。詳細は間もなく鶴

岡市の広報やチラシなどでお知らせいたします。またと

ない機会ですので、ぜひご応募ください。

◆申込み ３月７日㈰

９：００より申込み開始

定員 10名（電話予約可）

℡ 0235-25-3600

ようしき

チン
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あとがき
　本号では、日本語教室の活動内容などを紹介させていただ
きました。在住の外国人で熱心に日本語をマスターしようと
勉強されている皆さん、またそれを支えているボランティア
の皆さん、１年間本当にご苦労様でした。日本語の勉強は勿
論のこと、いろいろなイベントにも積極的に参加していただ
き、楽しく交流できたことも活動の大きな成果であり、改め
て関係の皆様に感謝を申し上げたいと思います。
　さて、いよいよ３月、あとひと月で新年度を迎えること
になりますが、国際村では、引き続き国際交流、国際理解
の促進や、お互いにそれぞれの文化や習慣を理解し、共に
安心して暮らしていけるような他文化共生ということを柱
にして各種事業に取り組むこととしておりますので、地域
の皆様、国際交流団体・ボランティアの皆様のご協力とご
支援をよろしくお願いいたします。

　国際村では、地域に国際交流の輪を広げ、より広範囲
で有益な事業を実施するために、賛助会員制度を設けて
おります。財団の設立目的に賛同され、事業および運営に
ご支援くださる個人、法人を募集しております。

《年会費》一般／3,000円、高校、大学生／2,000円、
小、中学生／1,000円、法人／１口10,000円

《期　間》平成２３年３月３１日まで

● 会報「国際村だより」の送付
● 主催事業のご案内
● 主催事業の参加料割引
● アマゾン民族館の無料入館
● 会報で団体名の紹介（団体のみ）

アマゾン民族館特別企画

特定非営利活動法人
フー太郎の森基金 代表 新妻香織氏講演会
『アフリカでの植林活動を通して』

３６
㈯

―アマゾンの森、アフリカの森。今、地球の大地が乾いています。アフリカで植林活

動を長年にわたって実践している「フー太郎の森基金」代表 新妻香織氏の話を通して、

地球環境の保全について皆で考えてみましょうー

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　第一部　１０：００～１０：４５　会場：アマゾン民族館［当日のみ入館無料］
　　　　 山口館長によるアフリカに関する資料、特別展示の解説。
　第二部　１０：５０～１２：００　会場：国際村ホール［無料］
　　　　 新妻香織氏の講演とスライド上映、小関佳宏氏のギター演奏。
たくさんの方の御来場お待ちしております！問合せは、出羽庄内国際村事務局まで。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

にい　　　　つま

日時：３月２７日㈯　場所：泉地区公民館
参加費：２, ０００円（材料費込み）
持ち物：エプロン、筆記用具
申込み：３月５日㈮午前９時より電話受付開始　
定　員：15名　定員になり次第締め切ります！
申込み・問合せ：0235-25-3600

前回の出前講座、スペイン料理の様子

　今年度３回目のせかいの台所出前講座が羽黒泉地区公民館で開催されます。今回はバングラデシュ料理です。
市内在住で、バングラデシュ出身のファルジャーナ　ヤスミンさんが講師を務めます。
　バングラデシュ料理はインド料理と少し似ていて、カレーが有名です。スパイスを多く使った料理が暑さに負
けない体力の源なのだとか。今回は、ムルギレザラ（鶏肉のカレー）、キチュリー（豆と野菜のお粥）、ピアジュ
（豆を使ったスパイスたっぷりの揚げ物）と、パエシ（お米と牛乳を使ったデザート）を作る予定です。
　同じアジア圏の国ですが、バングラデシュの文化に触れる機会はめったにないのではないでしょうか？この機

賛助会員へのご協力お願いします

会員特典

日時：３月２７日㈯　場所：泉地区公民館
募集要項

会にぜひ、料理を通して異文化体験してみませんか？
　参加は電話で受け付けます。先着順ですので、お早目
にご連絡ください！

せかいの台所出前講座 羽黒編

バングラデシュ料理 ファルジャーナ ヤスミンさんの台所

か　　　　　おり

せかいの台所出前講座 羽黒編せかいの台所出前講座 羽黒編せかいの台所出前講座 羽黒編せかいの台所出前講座 羽黒編せかいの台所出前講座 羽黒編せかいの台所出前講座 羽黒編せかいの台所出前講座 羽黒編

バングラデシュバングラデシュ
３27
㈯


