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賛助会員募集

●賛助会員の資格
本協会の趣旨に賛同し、運営活動に協力していただける
個人や団体（国際活動団体、企業、機関）など
●賛助会員の区分と年会費
個人会員／１口   3,000円
団体会員／１口 10,000円
●賛助会員の特典
◎協会機関紙「みやぎの国際情報誌 倶楽部ＭＩＡ」の定期送付（年６回）
◎「ＭＩＡ多言語かわら版」(日・英・中・韓・葡)の定期送付（年６回）

◎当協会主催のイベントや各種講座の案内及び参加費の減免
◎個人会員については協会と提携する旅行会社が指
　定する国内外の旅行代金の一部割引 　
　（株）JTB東北仙台支店　
　宮交観光サービス（株）　
●入会方法
◎本協会あて御連絡ください。
　所定の申し込み用紙と振り込み用紙を送付いたします。

MIA（公財）宮城県国際化協会は、県民参加の幅広い国際交流を進め、人と
人との輪を広げていくために、皆様の御理解と御協力を求めています。

公益財団法人宮城県国際化協会

倶楽部

　宮城県に暮らす外国人を対象としたメンタルヘルスに関する
勉強会を県内7か所の会場で行います。異文化ストレスについ
て正しく理解し、ストレス解消法をみんなで楽しく学んでみませ
んか。
■対象
　宮城県在住の外国出身者
　宮城県内で在住外国人を支援している方々
　（オブザーブ参加）
■日程
　2014年１０月２５日（土） 気仙沼プラザホテル（気仙沼市）
　２０１４年１１月８日（土） ホテル法華クラブ仙台（仙台市）
　２０１４年１１月２２日（土） ホテルニューグランヴィア（登米市）
　２０１４年１２月７日（日） 石巻グランドホテル（石巻市）
　２０１４年１２月１３日（土） 芙蓉閣（大崎市）

　２０１５年１月１２日（月・祝） シンケンファクトリー（角田市）
　２０１５年１月２４日（土） ホテル原田（岩沼市）
■タイムスケジュール（７会場共通）
　１３：３０　プログラム開始（１３：００受付開始）
　１６：００　終了
■参加費　無料。要申込み（お早めにお申し込みください）
■内容
　ストレスは心や体とつながっています
　自分のストレスに気づこう
　ストレス解消法をみんなで考えよう
　※通訳つき
■講師　一條玲香さん（臨床心理士）
■申込み・問合せ
　（公財）宮城県国際化協会（MIA）まで

――（右の写真を一緒に見ながら）お子さんはおいくつですか？
　上の子が４歳、下の子も１歳４か月になりました。日本で結婚しても
う７年。早いですねえ。
――ルーシーさんはイギリスのどちらの出身ですか？
　生まれたのはロンドンですが、2歳のときにロンドンから北西に車
で1時間半ほどのところにあるミルトンキーンズに引っ越し、それ以
来ずっとミルトンキーンズです。大学はゴルフ発祥の地として知られ
るセントアンドルーズ大学に通っていました。
――日本語は学生のときから学んでいらっしゃったのですか？
　いいえ、全然。
――では、日本に来られるきっかけは何だったのでしょう？
　イギリスで就職したくなかった、というのはここだけの話で…英語
の先生を一度やってみたかったので、JETプログラムに申し込んだら
合格して日本に来ることになりました。
――宮城県への派遣は偶然ですか？
　いいえ。中学高校のとき、同級生にひとり日本人がいたのですが、
その子の両親が宮城県出身で、宮城のことをあれこれ聞いていまし
た。また、インターネットなどで調べてみたら、仙台という大きな街が
あって、交通も便利そうで、山が近くて大好きなスキーもできそうで、
とてもよさそうだったので、希望を出しました。東北に希望を出す人
は少なかったみたいで、あっさり希望通り宮城県の登米町（現登米市
登米町）への派遣となりました。
――来てみていかがでした？
　都会でもなく、田舎でもなくその中間ぐらいで過ごしやすいと思い
ましたが、日本語ができないため英語の先生ぐらいしか話し相手がな
く、ストレスで１０kgも太ってしまいました。通信コースや地域の国際
交流協会の方に教えていただいたりしながら日本語を勉強しました。
最初は１年で帰るつもりでしたが、もったいないような気がしてもう１
年やりました。２年目は少し日本語ができるようになったので、生け花
や茶道も始めました。このころは、まだ外国人が珍しかったので、小中
学生はみんなシャイでしたし、外国のことをほとんど知りませんでし
たが、それから１２年経った今は、外国に興味を持っている子も増えま

したし、情報量が増えたせいかみんなよく知っています。
――運命の出会いはいつだったのですか？
　運命の出会い！？のちに私の夫となる人とは来日１年目、ある国際交
流のイベントで知り合いました。彼は最初私に会ったとき「変な外国
人」って思ったらしいです。それが、どういう訳か少しずつ距離が縮
まっていきまして…。
――２年でいったん帰国されたわけですが・・・
　帰国後、私は日系企業の秘書として勤めていましたが、イギリスに
帰国してから１年半の間に私が日本に２回行き、彼がイギリスに２回
来ました。そうこうしているうちにやはりまた日本に行きたいと思っ
て、ALTの仕事をしようと思ったのですが、宮城県には空きがなくて、
隣の山形県で１年間働きました。でも、休日はほとんど山形にいな
かったので、山形の印象はあまりないです。毎週、登米に来ていまし
たから。
――そして、ついに結婚されたのが２００７年ですね？
　２００７年9月に結婚しました。私の両親は娘が英語の通じない国に
嫁に行くということで複雑だったようですが、最終的には私の選択を
尊重してくれました。
――出産は日本でされましたか？
　二人とも日本です。石巻の
個人病院ですが、とてもよかっ
たです。イギリスに比べて日本
の出産サポートはとても充実
していると思います。イギリス
はエコー写真を２回しか撮って
くれませんし、出産したらすぐ
翌日には退院ですし。

AIM＠ このコーナーでは、MIA宮城県国際化協会の最近の動きをお知らせいたします。
いずれの件も、お問い合わせは ☎022-275-3796　E-mail mail@mia-miyagi.jp  まで。お気軽にどうぞ。

いつも元気でいるために　～外国人のためのストレスケア教室

東北大学短期留学生への日本語レッスン

「日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイドブック」
　日本の教育制度や高等学校について（入試、公立・私立の違い、学科の種類、費用など）説明しているガイドブックです。制度の改正
に合わせて毎年改訂しています。従来の日本語、英語、中国語、韓国語、タガログ語に加えて、今年はスペイン語版も加わりました。小
中学生のお子さんを持つ保護者、その支援者の方々に是非ご活用いただきたい一冊です。
●当協会で配布しているほか、下記ウェブサイトからダウンロードすることもできます。
　「日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス 宮城」ウェブサイト　
　http://shinro-miyagi.jimdo.com/
●郵送をご希望の場合は当協会までお問い合わせください。
　宮城県国際化協会（MIA）
　TEL：022-275-3796　FAX：022-272-5063　メール：mail@mia-miyagi.jp
※１言語１部ずつのみの配布となりますので、ご了承ください。

ライブラリーライブラリーライブラリー ライブラリーのコーナーで紹介されている図書は全て貸し出しまたは当協会図書資料室で閲覧可能です。

　6月末から7月にかけて、東北大学に短期留学で来られたアメ
リカ人留学生2名を対象にMIA日本語サポーターが日本語の
レッスンをしました。東日本大震災以前は毎年、複数の短期留学
生からお申込みいただき、人数やレッスンの回数が多い時には
日本語サポーター数名でチームを組んでレッスンしていたこと
もありましたが、震災後ぱったりそうしたお申し込みがなくなり、
今年度になりようやく「復活」しました。

　今回サポートにあたっていただいた大友喜恵さんは、「向学心
旺盛な留学生ふたりにお会いでき、私もとても刺激を受けまし
た。回数も限られていたので、説
明はときおり英語を交えて、ま
た、様々な話題に脱線することも
あり、毎回毎回とても楽しかった
です。」と、おっしゃっていました。

小野寺ルーシー さん
（イギリス出身、登米市中田町在住）

英国から宮城へ
 愛する登米の
　　　 未来を担う

あ し た

息子二人と田植えのお手伝い

イギリスの実家にて、家族みんなでクリスマス▶中面左下に続く
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※●はイベント開催予
定日です。詳しい内容
については以下でご確
認ください。

MIAイベントカレンダー

このコーナーでは、県内の国際活動団体の2014年8月～9月の活動
予定をご紹介します。
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アイコンの見方　   　　：主催   　 　：会場　　  ：時間　　   ：申し込み　　   ：参加費　　   ：電話 　　   ：FAX  　　 ：Eメール 　　 ：ホームページ

URL ： http://mia-miyagi.jp/publication.html#mia

植樹をした苗木の前で。研修員と畠山理事長 研修最終日　JICAからの修了書を手に

・

・

・

・

・

・

8月 AUGUST
８～９月　毎週日曜日と８月６，７，８，１５，１６日
　瑞巌寺ボランティアガイド　　

松島善意通訳者の会
瑞巌寺
10：00～15：00
現地へ直接
入場料は各自負担
　  ０２２-３５４-３６７８（大浦）
hoshido_mutsuo@ybb.ne.jp
http://www.geocities.jp/matsushimagw/

８～９月　毎週日曜日　　　　　　
　円通院ボランティアガイド　　

松島善意通訳者の会
円通院
10：00～15：00
現地へ直接
入場料は各自負担
　  ０２２-３５４-３６７８（大浦）
hoshido_mutsuo@ybb.ne.jp
http://www.geocities.jp/matsushimagw/

１～３１日
　エスペラント・パネル展

仙台エスペラント会
塩竈市民図書館 くつろぎコーナー 
（壱番館４階）
図書館開館時間（毎週月曜休館）
不要
不要

3日
　せんだい地球フェスタ2014　

せんだい地球フェスタ実行委員会
仙台国際センター

10：00～16：00
不要
入場無料
０２２-２６５-２４８０（仙台国際交流協会内同実
行委員会事務局）
０２２-２６５-２４８５
festa@sira.or.jp
http://senfes2014.jimdo.com/

　
　かきじいさんのワールドワイド自然塾
　-森と海とわたしたちのミライ-

JICA東北
仙台国際センター
「せんだい地球フェスタ」会場内
13：30～15：30
要、宮城デスク伊東
０２２-２７５-５５４０
０２２-２７２-５０６３
jicadpd-desk-miyagiken@jica.go.jp

　地球環境を守る「日中友好植林訪中団」201４
　「吉林省緑化事業写真展」

宮城県日中友好協会　
共催　宮城県　仙台市
仙台国際センター
「せんだい地球フェスタ」会場内
10：00～16：00
不要
無料
　 ０２２-２７４-３８１１
jcfa-miyagi@rose.plala.or.jp
www16.plala.or.jp/miyagikenn/

7日
　～御朱印帖装丁を作る～
　仙台三十三観音専用御朱印帖作製教室のご案内

NPO法人楽遊ネットワーク宮城

NPO法人楽遊ネットワーク宮城事務局他　
※参加人数によって会場が変わる場合があ
ります。
10：00～12：00
電話・FAX・メール
材料費3,000円
（印刷済本文・和紙等全材料費込み）
０２２-２６１-９８６９
０２２-２６１-０５４６
eikaiwa.usaclub@dream.ocn.ne.jp
http://www9.ocn.ne.jp/̃eikaiwa/raku
yuu.html

20日
　申請取次行政書士による外国人のための入管
　手続無料相談会

宮城県行政書士会
仙台市青葉区役所 4階市民相談会会場
13：00～16：00
電話受付または予約なしでもOK
無料
022-261-6768
022-261-0610

24日
　ようこそ、エスペラントへ

仙台エスペラント会
塩竈市民図書館 視聴覚室
14：00～16：00
当日直接会場へ、事前問い合わせは下記
連絡先へ
無料
　  ０２２-３８９-１６２０
esperanto@goo.jp

 9月 SEPTEMBER
3～7日
　地球環境を守る「植林事業視察訪中団」派遣
　（吉林省九台生態保護林建設事業）

宮城県日中友好協会
吉林省長春市九台
宮城県日中友好協会
　  ０２２-２７４-３８１１
jcfa-miyagi@rose.plala.or.jp
www16.plala.or.jp/miyagikenn/

4日
　～御朱印帖装丁を作る～
　仙台三十三観音専用御朱印帖作製教室のご案内

NPO法人楽遊ネットワーク宮城

　　　　　　　　  ※8月7日と同じ

17日
　申請取次行政書士による外国人のための入管
　手続無料相談会

宮城県行政書士会
　　　　　　※8月20日に同じ

18日
　人類の旅―アフリカからイースター島まで

アフリカ・セミナーの会
仙台国際センター研修室
10：00～12：00
不要
700円
　  ０２２-３６２-７９０７

28日　　　　
　JICAボランティア平成26年度秋募集「体験談＆説明会」

JICA東北
AER(アエル）6F ネ!ットU
10：00～12：30
事前申込不要
無料
０２２-２２３-４７７２
０２２-２２７-３０９０
jicathic-jv@jica.go.jp
http://www.jica.go.jp/tohoku

10月1日　　　　　
　JICAボランティア平成26年度秋募集「体験談＆説明会」

JICA東北
19：00～21：00
　　　　　　　  ※9月28日に同じ

JICA宮城デスクからのお知らせ

　去る6月1日、岩手県一関市室根町（気仙沼市の隣町）の矢越
山ひこばえの森にて「第26回森は海の恋人植樹祭」が開催され、
フィリピン国シライ市より研修のため来日中の教育関係者5名
が参加しました。
　この研修は、環境保全活動などに取り組む気仙沼市のNPO
法人森は海の恋人（畠山重篤理事長）および関係団体によって
行われているJICA草の根技術協力事業「“森と人と海の共生”の
ための環境意識向上プロジェクト」の一環として実施され、フィリ
ピンでの環境教育の推進を目的としています。
　当日開会式で畠山理事長は「気仙沼の海の物質をたどると、
ロシアのアムール川までさかのぼる。三陸の海の生き物とア
ムールトラはつながっている。“森は海の恋人”という考えを世界
中に広め、ひとり一人のこころの中に木を植え、緑を増やすこと
はとても大事なことです」とあいさつされ、シライ市の教育長は
「フィリピンには自然がたくさんあり、自然があることで観光客が
訪れ、地元の経済もまわり、子どもたちが学校に行くことができ

フィリピンの教育関係者ら「森は海の恋人植樹祭」に参加！

※JICA＝独立行政法人国際協力機構（開発途上国に対する総合的な二国間援助機関で、技術協力・有償資金協力・無償資金協力を行っています。）
TEL.022-275-5540    E-mail jicadpd-desk-miyagiken@jica.go.jp　JICA東北ホームページ http://www.jica.go.jp/tohoku/

る。この自然なくして我々は生きることができない。教育の現場
において環境教育を行うことは責務であり、フィリピンの教育者
もみなさんのように自然・環境保全に関わっていきます」とス
ピーチされました。
　研修員含む国外からの参加者そして日本各地からの参加者
約1500名は、30分の登山をして植樹会場に移動、ウリハダカエ
デ、タモ、ケヤキなど20種の苗木を約1,500本植えました。
　この日植えた木がすくすくと育ち、たくさんの葉が生い茂り、
山だけでなく海にも恵みをもたらす緑となることを願うと同時
に、世界中のひとびとに“森は海の恋人”の輪がひろがればと思
います。

――震災のときはどちらにいらっしゃいましたか？
　ひとり目の育児休暇中だったのですが、あの日はちょうど中学校の
教え子たちの卒業式で、午前中そちらに参加しました。そのあと、預
かってもらっていた息子をピックアップしに夫の実家に行きまして、
そこで揺れが来ました。幸いなことにあの日の午後４時ごろにイギリ
スの父と電話がつながり、無事を伝えることができました。私は家も
家族も無事でしたが、夫の妹が南三陸町に嫁いでいまして、彼女一
家は自宅を津波で失いました。ですので、あの日から２週間ぐらいは、
義理の父母、私たち家族、義理の妹一家の１３人で一緒に暮らしまし
た。でも、米も畑の野菜もありましたので、あるもので生活できるの
はありがたいとつくづく感じました。イギリス大使館からは震災の翌

週に連絡があって、希望すれば帰国のお手伝いをしてくださるという
ことでしたが、家族とも相談して残ることに決めました。
――現在は義父母と同居されているとお聞きしましたが・・・
　結婚当初はアパート暮らしをしていましたが、夫の仕事の関係など
もあり、昨年６月から実家で同居しています。平日は朝５時起き、日曜
日でも６時には起きます。農家の嫁、勉強中です。
――今後の目標はありますか？
　国際交流も地域の方々と一緒にもっともっとやりたいです。来日し
た１２年前とは状況もだいぶ変わりましたので、新しいこと、時代に合
ったことをやっていきたいです。

【JICA草の根技術協力事業】
　地方自治体や地域のNGO、大学などが、これまでに培ってき
た経験や技術を活かして、開発途上国への支援活動を、JICAと
共同で実施する事業です。
　詳細は、『JICA　草の根技術協力事業』で検索して、ご覧くだ
さい。

＊今回の研修＊
　約2週間の間、植樹祭以外に、気仙沼市内の各小学校のグ
リーンウェーブ（生物多様性）や自然愛護に関する授業を視察、
気仙沼流域の踏査、畠山理事長と田中克京都大名誉教授による
講義聴講、気仙沼フィリピンコミュニティとの交流などを行った。

▶インタビュー続き

主催：仙台オクトーバーフェストプロジェクト　
後援：宮城県、仙台市、ドイツ大使館、仙台日独協会、バイエルン州駐日代表部、
         ドイツ観光局、（公財）宮城県国際化協会　他
日時：9月19日（金）～28日（日）、11：00～21：00（19・24・25・26日は16：00～）　
場所：錦町公園（仙台市青葉区本町）
参加費：入場料はいりませんが、売店の商品は有料となります。

　グループで来場し
ても、安心して席が
確保できる「桟敷席」
を新設。詳しくは、公
式サイトで。

耳より情報！
　「仙台オクトーバーフェスト」は、ドイツ・ミュンヘンで開催されるビール祭り“オ
クトーバーフェスト”にならって開催されるビールの祭典。ドイツのビールや料
理に加え、東北の地ビールと地元の食材メニューがいっぱい。さらに、毎年ドイ
ツから陽気な楽団が来仙し、楽しいステージ演奏で会場を盛り上げます。

杜の都のビール祭り仙台オクトーバーフェスト2014

ホームページ　http://www.sendai_oktoberfest.jp
問合せ先：022-714-8324（平日10：00～18：00）
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※●はイベント開催予
定日です。詳しい内容
については以下でご確
認ください。

MIAイベントカレンダー

このコーナーでは、県内の国際活動団体の2014年8月～9月の活動
予定をご紹介します。
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DIARY 8 9 月

アイコンの見方　   　　：主催   　 　：会場　　  ：時間　　   ：申し込み　　   ：参加費　　   ：電話 　　   ：FAX  　　 ：Eメール 　　 ：ホームページ

URL ： http://mia-miyagi.jp/publication.html#mia

植樹をした苗木の前で。研修員と畠山理事長 研修最終日　JICAからの修了書を手に

・

・

・

・

・

・

8月 AUGUST
８～９月　毎週日曜日と８月６，７，８，１５，１６日
　瑞巌寺ボランティアガイド　　

松島善意通訳者の会
瑞巌寺
10：00～15：00
現地へ直接
入場料は各自負担
　  ０２２-３５４-３６７８（大浦）
hoshido_mutsuo@ybb.ne.jp
http://www.geocities.jp/matsushimagw/

８～９月　毎週日曜日　　　　　　
　円通院ボランティアガイド　　

松島善意通訳者の会
円通院
10：00～15：00
現地へ直接
入場料は各自負担
　  ０２２-３５４-３６７８（大浦）
hoshido_mutsuo@ybb.ne.jp
http://www.geocities.jp/matsushimagw/

１～３１日
　エスペラント・パネル展

仙台エスペラント会
塩竈市民図書館 くつろぎコーナー 
（壱番館４階）
図書館開館時間（毎週月曜休館）
不要
不要

3日
　せんだい地球フェスタ2014　

せんだい地球フェスタ実行委員会
仙台国際センター

10：00～16：00
不要
入場無料
０２２-２６５-２４８０（仙台国際交流協会内同実
行委員会事務局）
０２２-２６５-２４８５
festa@sira.or.jp
http://senfes2014.jimdo.com/

　
　かきじいさんのワールドワイド自然塾
　-森と海とわたしたちのミライ-

JICA東北
仙台国際センター
「せんだい地球フェスタ」会場内
13：30～15：30
要、宮城デスク伊東
０２２-２７５-５５４０
０２２-２７２-５０６３
jicadpd-desk-miyagiken@jica.go.jp

　地球環境を守る「日中友好植林訪中団」201４
　「吉林省緑化事業写真展」

宮城県日中友好協会　
共催　宮城県　仙台市
仙台国際センター
「せんだい地球フェスタ」会場内
10：00～16：00
不要
無料
　 ０２２-２７４-３８１１
jcfa-miyagi@rose.plala.or.jp
www16.plala.or.jp/miyagikenn/

7日
　～御朱印帖装丁を作る～
　仙台三十三観音専用御朱印帖作製教室のご案内

NPO法人楽遊ネットワーク宮城

NPO法人楽遊ネットワーク宮城事務局他　
※参加人数によって会場が変わる場合があ
ります。
10：00～12：00
電話・FAX・メール
材料費3,000円
（印刷済本文・和紙等全材料費込み）
０２２-２６１-９８６９
０２２-２６１-０５４６
eikaiwa.usaclub@dream.ocn.ne.jp
http://www9.ocn.ne.jp/̃eikaiwa/raku
yuu.html

20日
　申請取次行政書士による外国人のための入管
　手続無料相談会

宮城県行政書士会
仙台市青葉区役所 4階市民相談会会場
13：00～16：00
電話受付または予約なしでもOK
無料
022-261-6768
022-261-0610

24日
　ようこそ、エスペラントへ

仙台エスペラント会
塩竈市民図書館 視聴覚室
14：00～16：00
当日直接会場へ、事前問い合わせは下記
連絡先へ
無料
　  ０２２-３８９-１６２０
esperanto@goo.jp

 9月 SEPTEMBER
3～7日
　地球環境を守る「植林事業視察訪中団」派遣
　（吉林省九台生態保護林建設事業）

宮城県日中友好協会
吉林省長春市九台
宮城県日中友好協会
　  ０２２-２７４-３８１１
jcfa-miyagi@rose.plala.or.jp
www16.plala.or.jp/miyagikenn/

4日
　～御朱印帖装丁を作る～
　仙台三十三観音専用御朱印帖作製教室のご案内

NPO法人楽遊ネットワーク宮城

　　　　　　　　  ※8月7日と同じ

17日
　申請取次行政書士による外国人のための入管
　手続無料相談会

宮城県行政書士会
　　　　　　※8月20日に同じ

18日
　人類の旅―アフリカからイースター島まで

アフリカ・セミナーの会
仙台国際センター研修室
10：00～12：00
不要
700円
　  ０２２-３６２-７９０７

28日　　　　
　JICAボランティア平成26年度秋募集「体験談＆説明会」

JICA東北
AER(アエル）6F ネ!ットU
10：00～12：30
事前申込不要
無料
０２２-２２３-４７７２
０２２-２２７-３０９０
jicathic-jv@jica.go.jp
http://www.jica.go.jp/tohoku

10月1日　　　　　
　JICAボランティア平成26年度秋募集「体験談＆説明会」

JICA東北
19：00～21：00
　　　　　　　  ※9月28日に同じ

JICA宮城デスクからのお知らせ

　去る6月1日、岩手県一関市室根町（気仙沼市の隣町）の矢越
山ひこばえの森にて「第26回森は海の恋人植樹祭」が開催され、
フィリピン国シライ市より研修のため来日中の教育関係者5名
が参加しました。
　この研修は、環境保全活動などに取り組む気仙沼市のNPO
法人森は海の恋人（畠山重篤理事長）および関係団体によって
行われているJICA草の根技術協力事業「“森と人と海の共生”の
ための環境意識向上プロジェクト」の一環として実施され、フィリ
ピンでの環境教育の推進を目的としています。
　当日開会式で畠山理事長は「気仙沼の海の物質をたどると、
ロシアのアムール川までさかのぼる。三陸の海の生き物とア
ムールトラはつながっている。“森は海の恋人”という考えを世界
中に広め、ひとり一人のこころの中に木を植え、緑を増やすこと
はとても大事なことです」とあいさつされ、シライ市の教育長は
「フィリピンには自然がたくさんあり、自然があることで観光客が
訪れ、地元の経済もまわり、子どもたちが学校に行くことができ

フィリピンの教育関係者ら「森は海の恋人植樹祭」に参加！

※JICA＝独立行政法人国際協力機構（開発途上国に対する総合的な二国間援助機関で、技術協力・有償資金協力・無償資金協力を行っています。）
TEL.022-275-5540    E-mail jicadpd-desk-miyagiken@jica.go.jp　JICA東北ホームページ http://www.jica.go.jp/tohoku/

る。この自然なくして我々は生きることができない。教育の現場
において環境教育を行うことは責務であり、フィリピンの教育者
もみなさんのように自然・環境保全に関わっていきます」とス
ピーチされました。
　研修員含む国外からの参加者そして日本各地からの参加者
約1500名は、30分の登山をして植樹会場に移動、ウリハダカエ
デ、タモ、ケヤキなど20種の苗木を約1,500本植えました。
　この日植えた木がすくすくと育ち、たくさんの葉が生い茂り、
山だけでなく海にも恵みをもたらす緑となることを願うと同時
に、世界中のひとびとに“森は海の恋人”の輪がひろがればと思
います。

――震災のときはどちらにいらっしゃいましたか？
　ひとり目の育児休暇中だったのですが、あの日はちょうど中学校の
教え子たちの卒業式で、午前中そちらに参加しました。そのあと、預
かってもらっていた息子をピックアップしに夫の実家に行きまして、
そこで揺れが来ました。幸いなことにあの日の午後４時ごろにイギリ
スの父と電話がつながり、無事を伝えることができました。私は家も
家族も無事でしたが、夫の妹が南三陸町に嫁いでいまして、彼女一
家は自宅を津波で失いました。ですので、あの日から２週間ぐらいは、
義理の父母、私たち家族、義理の妹一家の１３人で一緒に暮らしまし
た。でも、米も畑の野菜もありましたので、あるもので生活できるの
はありがたいとつくづく感じました。イギリス大使館からは震災の翌

週に連絡があって、希望すれば帰国のお手伝いをしてくださるという
ことでしたが、家族とも相談して残ることに決めました。
――現在は義父母と同居されているとお聞きしましたが・・・
　結婚当初はアパート暮らしをしていましたが、夫の仕事の関係など
もあり、昨年６月から実家で同居しています。平日は朝５時起き、日曜
日でも６時には起きます。農家の嫁、勉強中です。
――今後の目標はありますか？
　国際交流も地域の方々と一緒にもっともっとやりたいです。来日し
た１２年前とは状況もだいぶ変わりましたので、新しいこと、時代に合
ったことをやっていきたいです。

【JICA草の根技術協力事業】
　地方自治体や地域のNGO、大学などが、これまでに培ってき
た経験や技術を活かして、開発途上国への支援活動を、JICAと
共同で実施する事業です。
　詳細は、『JICA　草の根技術協力事業』で検索して、ご覧くだ
さい。

＊今回の研修＊
　約2週間の間、植樹祭以外に、気仙沼市内の各小学校のグ
リーンウェーブ（生物多様性）や自然愛護に関する授業を視察、
気仙沼流域の踏査、畠山理事長と田中克京都大名誉教授による
講義聴講、気仙沼フィリピンコミュニティとの交流などを行った。

▶インタビュー続き

主催：仙台オクトーバーフェストプロジェクト　
後援：宮城県、仙台市、ドイツ大使館、仙台日独協会、バイエルン州駐日代表部、
         ドイツ観光局、（公財）宮城県国際化協会　他
日時：9月19日（金）～28日（日）、11：00～21：00（19・24・25・26日は16：00～）　
場所：錦町公園（仙台市青葉区本町）
参加費：入場料はいりませんが、売店の商品は有料となります。

　グループで来場し
ても、安心して席が
確保できる「桟敷席」
を新設。詳しくは、公
式サイトで。

耳より情報！
　「仙台オクトーバーフェスト」は、ドイツ・ミュンヘンで開催されるビール祭り“オ
クトーバーフェスト”にならって開催されるビールの祭典。ドイツのビールや料
理に加え、東北の地ビールと地元の食材メニューがいっぱい。さらに、毎年ドイ
ツから陽気な楽団が来仙し、楽しいステージ演奏で会場を盛り上げます。

杜の都のビール祭り仙台オクトーバーフェスト2014

ホームページ　http://www.sendai_oktoberfest.jp
問合せ先：022-714-8324（平日10：00～18：00）
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（公財）宮城県
国際化協会

至北仙台
バス停（宮城県仙台合同庁舎前）

宮城県仙台
合同庁舎7階

至仙台
地下鉄北四番丁駅

ローソン

東北大学農学部
仙台市
消防局

フォレスト仙台

七十七銀行 AJINOMOTO

賛助会員募集

●賛助会員の資格
本協会の趣旨に賛同し、運営活動に協力していただける
個人や団体（国際活動団体、企業、機関）など
●賛助会員の区分と年会費
個人会員／１口   3,000円
団体会員／１口 10,000円
●賛助会員の特典
◎協会機関紙「みやぎの国際情報誌 倶楽部ＭＩＡ」の定期送付（年６回）
◎「ＭＩＡ多言語かわら版」(日・英・中・韓・葡)の定期送付（年６回）

◎当協会主催のイベントや各種講座の案内及び参加費の減免
◎個人会員については協会と提携する旅行会社が指
　定する国内外の旅行代金の一部割引 　
　（株）JTB東北仙台支店　
　宮交観光サービス（株）　
●入会方法
◎本協会あて御連絡ください。
　所定の申し込み用紙と振り込み用紙を送付いたします。

MIA（公財）宮城県国際化協会は、県民参加の幅広い国際交流を進め、人と
人との輪を広げていくために、皆様の御理解と御協力を求めています。

公益財団法人宮城県国際化協会

倶楽部

　宮城県に暮らす外国人を対象としたメンタルヘルスに関する
勉強会を県内7か所の会場で行います。異文化ストレスについ
て正しく理解し、ストレス解消法をみんなで楽しく学んでみませ
んか。
■対象
　宮城県在住の外国出身者
　宮城県内で在住外国人を支援している方々
　（オブザーブ参加）
■日程
　2014年１０月２５日（土） 気仙沼プラザホテル（気仙沼市）
　２０１４年１１月８日（土） ホテル法華クラブ仙台（仙台市）
　２０１４年１１月２２日（土） ホテルニューグランヴィア（登米市）
　２０１４年１２月７日（日） 石巻グランドホテル（石巻市）
　２０１４年１２月１３日（土） 芙蓉閣（大崎市）

　２０１５年１月１２日（月・祝） シンケンファクトリー（角田市）
　２０１５年１月２４日（土） ホテル原田（岩沼市）
■タイムスケジュール（７会場共通）
　１３：３０　プログラム開始（１３：００受付開始）
　１６：００　終了
■参加費　無料。要申込み（お早めにお申し込みください）
■内容
　ストレスは心や体とつながっています
　自分のストレスに気づこう
　ストレス解消法をみんなで考えよう
　※通訳つき
■講師　一條玲香さん（臨床心理士）
■申込み・問合せ
　（公財）宮城県国際化協会（MIA）まで

――（右の写真を一緒に見ながら）お子さんはおいくつですか？
　上の子が４歳、下の子も１歳４か月になりました。日本で結婚しても
う７年。早いですねえ。
――ルーシーさんはイギリスのどちらの出身ですか？
　生まれたのはロンドンですが、2歳のときにロンドンから北西に車
で1時間半ほどのところにあるミルトンキーンズに引っ越し、それ以
来ずっとミルトンキーンズです。大学はゴルフ発祥の地として知られ
るセントアンドルーズ大学に通っていました。
――日本語は学生のときから学んでいらっしゃったのですか？
　いいえ、全然。
――では、日本に来られるきっかけは何だったのでしょう？
　イギリスで就職したくなかった、というのはここだけの話で…英語
の先生を一度やってみたかったので、JETプログラムに申し込んだら
合格して日本に来ることになりました。
――宮城県への派遣は偶然ですか？
　いいえ。中学高校のとき、同級生にひとり日本人がいたのですが、
その子の両親が宮城県出身で、宮城のことをあれこれ聞いていまし
た。また、インターネットなどで調べてみたら、仙台という大きな街が
あって、交通も便利そうで、山が近くて大好きなスキーもできそうで、
とてもよさそうだったので、希望を出しました。東北に希望を出す人
は少なかったみたいで、あっさり希望通り宮城県の登米町（現登米市
登米町）への派遣となりました。
――来てみていかがでした？
　都会でもなく、田舎でもなくその中間ぐらいで過ごしやすいと思い
ましたが、日本語ができないため英語の先生ぐらいしか話し相手がな
く、ストレスで１０kgも太ってしまいました。通信コースや地域の国際
交流協会の方に教えていただいたりしながら日本語を勉強しました。
最初は１年で帰るつもりでしたが、もったいないような気がしてもう１
年やりました。２年目は少し日本語ができるようになったので、生け花
や茶道も始めました。このころは、まだ外国人が珍しかったので、小中
学生はみんなシャイでしたし、外国のことをほとんど知りませんでし
たが、それから１２年経った今は、外国に興味を持っている子も増えま

したし、情報量が増えたせいかみんなよく知っています。
――運命の出会いはいつだったのですか？
　運命の出会い！？のちに私の夫となる人とは来日１年目、ある国際交
流のイベントで知り合いました。彼は最初私に会ったとき「変な外国
人」って思ったらしいです。それが、どういう訳か少しずつ距離が縮
まっていきまして…。
――２年でいったん帰国されたわけですが・・・
　帰国後、私は日系企業の秘書として勤めていましたが、イギリスに
帰国してから１年半の間に私が日本に２回行き、彼がイギリスに２回
来ました。そうこうしているうちにやはりまた日本に行きたいと思っ
て、ALTの仕事をしようと思ったのですが、宮城県には空きがなくて、
隣の山形県で１年間働きました。でも、休日はほとんど山形にいな
かったので、山形の印象はあまりないです。毎週、登米に来ていまし
たから。
――そして、ついに結婚されたのが２００７年ですね？
　２００７年9月に結婚しました。私の両親は娘が英語の通じない国に
嫁に行くということで複雑だったようですが、最終的には私の選択を
尊重してくれました。
――出産は日本でされましたか？
　二人とも日本です。石巻の
個人病院ですが、とてもよかっ
たです。イギリスに比べて日本
の出産サポートはとても充実
していると思います。イギリス
はエコー写真を２回しか撮って
くれませんし、出産したらすぐ
翌日には退院ですし。

AIM＠ このコーナーでは、MIA宮城県国際化協会の最近の動きをお知らせいたします。
いずれの件も、お問い合わせは ☎022-275-3796　E-mail mail@mia-miyagi.jp  まで。お気軽にどうぞ。

いつも元気でいるために　～外国人のためのストレスケア教室

東北大学短期留学生への日本語レッスン

「日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイドブック」
　日本の教育制度や高等学校について（入試、公立・私立の違い、学科の種類、費用など）説明しているガイドブックです。制度の改正
に合わせて毎年改訂しています。従来の日本語、英語、中国語、韓国語、タガログ語に加えて、今年はスペイン語版も加わりました。小
中学生のお子さんを持つ保護者、その支援者の方々に是非ご活用いただきたい一冊です。
●当協会で配布しているほか、下記ウェブサイトからダウンロードすることもできます。
　「日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス 宮城」ウェブサイト　
　http://shinro-miyagi.jimdo.com/
●郵送をご希望の場合は当協会までお問い合わせください。
　宮城県国際化協会（MIA）
　TEL：022-275-3796　FAX：022-272-5063　メール：mail@mia-miyagi.jp
※１言語１部ずつのみの配布となりますので、ご了承ください。
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　6月末から7月にかけて、東北大学に短期留学で来られたアメ
リカ人留学生2名を対象にMIA日本語サポーターが日本語の
レッスンをしました。東日本大震災以前は毎年、複数の短期留学
生からお申込みいただき、人数やレッスンの回数が多い時には
日本語サポーター数名でチームを組んでレッスンしていたこと
もありましたが、震災後ぱったりそうしたお申し込みがなくなり、
今年度になりようやく「復活」しました。

　今回サポートにあたっていただいた大友喜恵さんは、「向学心
旺盛な留学生ふたりにお会いでき、私もとても刺激を受けまし
た。回数も限られていたので、説
明はときおり英語を交えて、ま
た、様々な話題に脱線することも
あり、毎回毎回とても楽しかった
です。」と、おっしゃっていました。

小野寺ルーシー さん
（イギリス出身、登米市中田町在住）
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