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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）

◎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）　
◎企業会員については世界各国国旗の無償貸し出し、及び
　外国人スタッフ等による国際理解出前講座の無償提供
●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

　MIAが正式に学生インターンを受け入れるようになってから今
年で12年目。この夏の学生インターンは、これまでになく国際色
豊かでした。
　まず一人目のEさんは、現在、カリフォルニアのポモナ・カレッジ
で学ぶ女子学生です。二人目もやはりカリフォルニアからで、こち
らはUCLAで学ぶ韓国人女子学生Hさん。どちらも親御さんと
MIAとの繋がりで、子ども達のインターンが実現したものです。
この二人については、株式会社インターサポート様、NPO法人学
割net様からも多大なご協力を賜り、貴重な体験をさせていただ
きました。この場をお借りして御礼申し上げます。
　続く三人目は韓国籍の学生ながら、父親の仕事の都合で2歳か
ら仙台で暮らしている山形大学の男子学生Cさん。日本語も韓国
語も完璧に操るスーパー大学生で、異文化間メンタルヘルスを
専門とする臨床心理士でありかつ6年越しのMIA特任インターン
である一條玲香さんからの薫陶を受けるべくインターンを希望

　今年4月25日にネパール中部を襲ったM7.8の大地震。5月には強
い余震もあり、一連の地震による死者は8,600人以上、負傷者も
21,000人を超え、多くの建物が倒壊しました。（外務省のホームペー
ジより。死者・負傷者数は5月27日時点）東北大学ネパール学生協会

（NepSA）は、この地震を機に立ち上げられ、当協会、仙台観光国際協
会などと連携し、活発な支援活動を展開してきました。今回の倶楽部
MIAでは、NepSA代表のバンダリさんにお話を伺います。

――最初に、自己紹介をお願いします。
　東北大学工学部3年生です。2013年2月に日本に来ました。飛行機
や車に興味があり、その分野で優れた実績のあるアメリカ、ドイツ、日
本のいずれかの大学で学ぶつもりでしたが、2010年頃から仙台で働
いていた父の勧めで、東北大学を進学先に選びました。生まれたの
は、ネパールの西部開発区域内のグルミ郡にある小さな村です。小
学校教員をしていた母の勤務先はその近くでしたが、5つ星ホテルの
マネージャーを務めていた父の職場は首都のカトマンズにあったた
め、小学校から高校までのほとんどをカトマンズで過ごしました。両
親、自分、妹2人の5人家族。高校生の下の妹は父方の祖父母とカトマ
ンズで、私を含む4人は現在、仙台で暮らしています。
――次に、NepSAが発足した経緯を教えて下さい。地震発生から間
もない5月の連休には、もう募金活動をされていましたが…
　私自身は比較的すぐに下の妹と連絡が取れ、皆が無事だと分かり
ましたが、報道などで深刻な被害が徐々に明らかになってきました。
それで、地震が発生した翌日に私を含むネパール人学生3人が集まっ
て話し合い、NepSAが発足しました。そして、5月5、6、9、10日の4日
間、東北大学のほか、専門学校で学ぶネパール人ら約20人が、仙台市
内2、3か所で毎日約4時間、募金を呼び掛けました。仙台は東日本大
震災の被災地なので、こういう活動に理解があると思っていました
が、現実は予想を超えました。募金に加え、「応援しています」「頑張っ
て」という激励や、食べ物や飲み物の差し入れ、バラの花を下さった人
もいて、4日間で約348万円も集まりました。
――募金はいくら集まり、どこに送られましたか？
　5月24日に開催された東北大学国際祭りでも、メンバーが民族衣

装を身に着けて支援を呼び掛けたり、ネパール料理を提供して売上
を募金したりするなどし、結果的には400万円を超えるお金が集まり
ました。特定の団体にお金を送ると、その団体の運営資金に回る可
能性があると考えたこと、また「1番困っている人々に届けたい」とい
う思いから、ゴルカ郡など被害の大きかった3つの郡の5つの小中学
校の関係者と直接連絡を取り、280万円を送りました。崩壊した校舎
の再建設に役立てられる見込みです。また、カトマンズにある大学の
工学部の学生達が、被災した村で仮設住宅の作り方を教える活動を
していることを知り、40万円を送りました。約25の仮設住宅が建った
と聞いています。その他、ゴルカ郡の小学生にノートやペンなどの学
用品を配るのにもお金を使いました。
――代表として活動に携わってみて、いかがでしたか？
　人をまとめる大変さを実感しました。国民性の違いもあるかもしれ
ません。日本人同士の会議だと、「よろしいですか？」「よろしいです」で
まとまるのかもしれませんが、ネパール人は違います。「よろしいです
か？」と聞いたら、「よろしくない」「異議あり」といろいろな意見が出る
のが普通ですから。でも今回の活動を通して、母国をこんなにも多く
の人々が応援してくれていると知って嬉しかったですね。
――今後について、教えて下さい。
　ネパールは世界最高峰のエベレストなど「山」で有名な国ですが、
それ以外にも魅力がいっぱいあります。小さい国がたくさん集まって
1つの国になったので、日本の3分の1程度の国土に、120の言語、
100以上の民族が存在すると言われ、言語的にも文化的にも多様性
に富みます。顔立ちを見ているだけでも興味深く、北は中国人のよ
う、中央は私のように彫りが深く、南はインド人っぽい感じ。宗教的に
は、ヒンドゥー教徒が8割ですが、他の宗教にも寛容です。料理もそん
な多様性の影響からいろいろな種類があって、楽しめます。今回の地
震でネパールの全ての観光地が被災したわけではないので、多くの
人に訪れてほしいです。私自身は8月下旬から来年5月まで交換留学
生としてアメリカの大学で学ぶため、しばらく仙台を離れますが、
NepSAの活動は続きます。今後は、母国の魅力を広く知っていただ
けるような活動をしていきたいです。

このインタビューは、2015年8月14日に行いました。

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。

MIA日本語講座2015年第2期開講！

国際色豊かなMIAインターン 2015
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『中級へ行こう』
日本語の文型と表現59

『日本語初級1大地』
『日本語初級2大地』

『使って覚える楽しい漢字1』
『使って覚える楽しい漢字2』
『日本語初級１大地』
『日本語初級2大地』

￥12,000
※テキスト代別
￥7,200
※テキスト代別
￥12,000
※テキスト代別

２０人

漢字1・2
各20人

￥24,000
※テキスト代別

初級1・2
各20人

初級１・2
各15人

10月6日（火）～2月10日（水）

１０月6日（火）～2月9日（火）

10月9日（金）～2月19日（金）

10月13日（火）～3月15日（火）

13：00～15：00

10：00～12：00

13：00～15：00

18：30～20：30

火・木

火～金

曜日クラス 時間 期間 テキスト 受講料 定員

金

火

中級

初級１・２

漢字１・２

夜間初級1
夜間初級2

バンダリ・サーガル さん
ネパール連邦民主共和国出身
東北大学ネパール学生協会（NepSA）代表

母国の復興のために
～宮城在住のネパール人学生による
　　　　　　　　　　 支援活動～

5月に仙台市内の繁華街で行った街頭募金。中央がバンダリさん。

花束の贈呈を受けた吉川優姫さん ミュージカル「ジュリアおたあ」キャストの皆さん

「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」
編集：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実行委員会
　日本の教育制度、宮城県の高校入試の仕組などについて解説したガイドブックです。中国語、韓国語、英語、タガログ語、
スペイン語版があります。
　仙台市で開催した「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」、そして石巻市と登米市で開催した「多
文化家族のための子どもの学校生活について学ぶ会」で使用・配布する資料として、今年度改訂したものです。
　高校入試は、子どもの成長過程における大きなハードルの一つです。そのハードルを乗り越えるための正確な情報を得
るリソースとして、外国につながる子ども及びその保護者、そして支援者の皆さんに是非ご活用いただければと思います。
◎ＭＩＡで配布しているほか、ガイダンス実行委員会のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
　http://shinro-miyagi.jimdo.com/進路ガイドブック/
◎送料をご負担いただければ、郵送いたします。詳しくはMIAにお問い合わせください。

してきたものです。
　そして四人目が、宮城
学院女子大学のKさんで
す。MIAには、同大卒の
職員もおり、この大先輩
からは、国際業務だけではなく就活などについてもじっくり体験
談を聞くことができたようです。
　私たちMIAでは、地域の多文化共生のリアリティと、私たちの
組織の役割について知ってもらうことを目的に、可能な限り柔軟
に学生インターンを受け入れています。が、それと同じくらいに
大切にしているのが、出会いの場のプロデュースです。
　宮城に暮らすたくさんの外国人、地域の多文化共生を支える
たくさんの大人たち、そして共に次代を担うたくさんの同世代の
仲間たちとの出会いの場を、今年の学生さんたちはどのように受
け止めてくれたでしょうか。

　10月からMIAの日本語講座が始まります。身近に日本語を勉強したい外国人がいらしたら、ぜひご紹介ください。
多言語（日英中韓）のチラシも用意しています。

※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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※●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2015年10月～11月
の活動予定をご紹介します。
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EVENT
DIARY 10 11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

「倶楽部MIA」、「MIA多言語かわら版」（日・英・中・韓・葡）の最新号及び
バックナンバーは、WEB上でご覧いただくことができます。
※「MIA多言語かわら版」は本年度から、WEB上のみの公開となりました。

倶楽部MIA 検 索

・

・

・

・

・

10月 OCTOBER
10～11月　毎週日曜日と祝日
　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700円は自己負担
　  022-354-3678（大浦）
hoshido_mutsuo@ybb.ne.jp
http://www.geocities.jp/matsushimagw/

10～11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
入場料300円は自己負担
               　 ※瑞巌寺と同じ

1日
　ネパールについて知る集い

スワン国際協力の会
シャプラニール＝市民による海外協力の会
喫茶店モミの木

（石巻市泉町4-1-20、tel. 0225-94-1323）
18:30
不要
500円（フィリピン山岳地域の有機栽培コーヒー付）
swan20110311@gmail.com

　
2日
　シャプラニール全国キャラバン講演会｢フェアト
　レードが変えるネパールの女性達の暮らし」

シャプラニール仙台・ボンドゥの会
北四カフェギャラリーGranny's

（仙台市青葉区上杉3-9-46）
14：00～16：00
要（9月27日まで）
500円 ※他にワークショップ参加費500円
090-3759-5904
022-377-1407
yokohara0131@jcom.home.ne.jp

3日
　外国人のためのVISA・生活無料相談会

NPO法人 ビザ＆ライフサポートインみやぎ
大崎タイムス社
11：00～14：00
電話にて。当日直接も可能。
無料
090-7937-6716
022-358-1250
http://www.visa-life-support.jp/

4日
　歩いて巡る地域歴史散策～第33回仙台三十三
　観音巡り 第2行程12番～25番札所～

NPO法人 楽遊ネットワーク宮城
集合場所：みやぎNPOプラザ（榴岡）前
8：45集合 出発9：00～15：30頃解散予定
電話・FAX・メール ※保険をかける都合上、

事前にお申し込み願います。
楽遊ネット会員2,000円 一般2,500円(小冊子・保険込）
022-261-9869
022-261-0546
eikaiwa.usaclub@dream.ocn.ne.jp
http://www.eikaiwa-sendai.jp/rakuyuu.html

6日
　MIA日本語講座初級1・2クラス

公益財団法人 宮城県国際化協会
宮城県仙台合同庁舎 7階
10：00～12：00（毎週火～金）
電話・FAX・メール
24,000円（テキスト代別）
022-275-3796
022-272-5063
mail@mia-miyagi.jp
http://mia-miyagi.jp/

　MIA日本語講座中級クラス
公益財団法人 宮城県国際化協会
13：00～15：00（毎週火・木）
12,000円（テキスト代別）
　　　　　　 ※10月6日初級1・2クラスと同じ

9日
　MIA日本語講座漢字1・2クラス

公益財団法人 宮城県国際化協会
13：00～15：00（毎週金）
7,200円（テキスト代別）
　　　　　　 ※10月6日初級1・2クラスと同じ

10～12日
　第102回日本エスペラント大会 
　10日　公開エスペラント語入門講座

仙台エスペラント会、（一財）日本エスペラント協会
仙台市民会館 第1教養室
13：30～15：00
準備の都合上、できれば事前にお電話下さい。
無料
022-284-7474（斉藤）
esperanto@goo.jp
http://sendaiesperantokai.jimdo.com/

　　　　 公開講演「大震災とエスペラント」
仙台エスペラント会、（一財）日本エスペラント協会
仙台市民会館 小ホール
15：10～17：10
不要
無料

　11日　公開講演「エスペラントとユネスコ」
10:35～12:15

　　　　「エスペラント歌曲コンサート」
15：00～16：00
　　　　※「大震災とエスペラント」と同じ

　12日　公開講演「魯迅とエロシェンコ」
10：00～11：30
　　　　※「大震災とエスペラント」と同じ

11日
　第9回国際交流フェスティバル

特定非営利活動法人 大崎タイムス福祉部
大崎市 化女沼 古代の里
11：00～14：00
自由参加

無料
0229-22-2181
0229-22-2195
koudoku@osakitimes.com
http://www.osakitimes.com

12日
　2015国際交流まつり

国際交流協会わたり
亘理中央公民館
11：00～15：00
国際交流協会わたり事務局 岩山裕
無料（販売コーナーは有料）
　  0223-34-6396

13日
　MIA日本語講座夜間初級1・2クラス

公益財団法人 宮城県国際化協会
18：30～20：30（毎週火）
12,000円（テキスト代別）
　　　　　　 ※10月6日初級1・2クラスと同じ

15日
　半乾燥地における洪水-旱魃対応農法の提案

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

17日
　世界食料デー 仙台大会

（一財）日本国際飢餓対策機構、食料フォーラム・仙台
日本聖公会 仙台基督教会
13：30～15：30
不要
無料
０22-217-4611または090-1373-3652
022-217-6651

　フレンチ・ポップ・コンクール à 東北
東北大学、仙台日仏協会・アリアンス・フラン
セーズ、在日フランス大使館、
アンスティチュ・フランセ、エール・フランス、
Hachette、ビストロ・ヤマライ 他
東北大学 ※青葉山キャンパスを予定
13：30～開始予定
要（電話・メール・弊校受付にて直接） 
※詳しい応募方法は弊校HPをご覧下さい。
無料（最優秀賞は成田-パリ間の往復航空券
授与。その他各賞あり。）
022-225-1475
022-225-1407
contact＠alliancefrancaise-sendai.org
http://alliancefrancaise-sendai.org/ja/

19日
　魯迅先生逝世79周年碑前祭と留学生昼食交流会

仙台魯迅先生顕彰会
（碑前祭）仙台市博物館 「魯迅之碑」前
（交流会）銀座ライオン一番町店
（碑前祭）10：30～
（交流会）12：00～ ※碑前祭終了後予定

 11月 NOVEMBER

宮城県日中友好協会
（交流会）会費3,000円
     022-274-3811
jcfa-miyagi@rose.plala.or.jp
http://www16.plala.or.jp/miyagikenn/

21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

23日
　ヴェルトグラード・トリオ コンサート

日本ユーラシア協会宮城県連合会
共催：仙台ロシア合唱団
名取市文化会館 中ホール
18：00開場 18：30開演
日本ユーラシア協会宮城県連合会
1,500円（前売券） 2,000円（当日券）
022-263-4360または080-2820-7698
022-263-4360
cheb@live.jp
http://www2.hp-ez.com/hp/eurasmiyagi/page15

24日
　外国人のためのVISA・生活無料相談会

NPO法人 ビザ＆ライフサポートインみやぎ
　　　　　　　  ※10月3日と同じ

25日
　せんだい地球フェスタ2015

せんだい地球フェスタ実行委員会
仙台国際センター 展示棟
10：00～16：00
不要
無料

022-268-6260
022-268-6252
senfesinfo@gmail.com
http://senfes2015.jimdo.com

31日
　韓国料理（牛なべ、白キムチ）

韓国料理仙台チーム
仙台国際センター 研修室B
10：00～13：00
電話・FAX（10月27日まで）
1,000円
080-5009-4181または022-251-5115
022-251-5115

31日～11月1日
　第10回UNHCR難民映画祭 仙台

国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所
せんだいメディアテーク スタジオシアター

（各日開演時間）13：00/16：00/19：00
ご入場は先着順。（予約不可）各回1時間前よ
り会場で整理券配布開始。各回20分前に開
場。各回完全入替制。
無料
03-3499-2011
03-3499-2272
jpntorff@unhcr.org
http://unhcr.refugeefilm.org/

15日
　韓国料理（チヂミ、白キムチ）

韓国料理仙台チーム
電話・FAX（11月10日まで）
　　　　　※10月31日と同じ

17日
　「読書の秋 2015」フランス人BD作家 オリヴィ 
　エ・ルドロワ氏によるアトリエ『色彩について』

アンスティチュ・フランセ日本
仙台日仏協会・アリアンス・フランセーズ
アリアンス・フランセーズ仙台
未定 ※詳しくは弊校HPにて告知いたします
ので、ご覧下さい。
無料　
               ※10月17日と同じ

18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
　　　　　　※10月21日と同じ

19日
　アフリカの火山と日本の火山

アフリカ・セミナーの会
　　　　　　※10月15日と同じ

21日
　外国人のためのVISA・生活無料相談会

NPO法人 ビザ＆ライフサポートインみやぎ
　　　　　　　  ※10月3日と同じ

22日
　ボジョレー・パーティー

仙台日仏協会・アリアンス・フランセーズ
在仙台フランス名誉領事館

（宮城文化服装専門学校）
未定
未定（※詳しくは弊校HPにて告知いたします
のでご参照ください。）
　　　　　※10月17日と同じ

23日
　国際交流まつり（交流パーティー）

多賀城市国際交流協会
多賀城市民会館 展示室 （文化センター内）
13：30～15：30
不要
無料
　  022-364-1478

JICA宮城デスクからのお知らせ

　JICAでは年4回JICAボランティア（青年海外協力隊、シニア海外ボ
ランティア）を派遣しています。下記の通り、秋募集へ向けてJICAボラ
ンティア説明会を開催いたします。
　JICAボランティア経験者のパネルトーク式体験談発表が予定され
ているほか、JICA職員との個別応募相談、要請の詳細情報などの資
料閲覧が可能です。この機会に応募への不安や疑問を解決しません
か？お申込み不要、入場無料、入退場自由です。どうぞお気軽にお越し
ください！

僕たちに  できることは  必ずある  青年海外協力隊、シニア海外ボランティア募集！

※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/

JICA東北公式Facebookでも情報発信中！

■募集期間：2015年10月1日（木）～11月2日（月）（※当日消印有効）
■説明会日程：①9月27日（日）17:00～19:00

②10月8日（木）19:00～21:00
③10月18日（日）10:00～12:00

■会場：いずれも、仙台市情報・産業プラザAERネ！ットUセミナールー
ム6階（仙台市青葉区中央1-3-1）にて開催します。また、すべ
て「青年海外協力隊」と「シニア海外ボランティア」の合同説明
会となります。

詳細は、JICAホームページ内より　JICAボランティア、説明会　と検索していただき、ご覧ください。皆さまのお越しをお待ちしております！

◆日　時／2015年10月30日（金）
　　　　　第1回目 開場14:30 開演15:00（約2時間）
　　　　　第2回目 開場18:30 開演19:00（約2時間）
◆参加費／1,000円（高校生以下無料）
　　　　　参加費の50％が「貧困家庭教育支援」と「山羊を無償
　　　　　支給しての職業支援」の財源に充てられます。

◆Program
　第１部　ネパール映画『カタプタリ』～風の村の伝説～
　　　　  （2008年 伊藤敏朗監督作品 ※日本語字幕付）
　第2部　ゲストトーク『スンダリミカ＆すぎた和人（J-one発行人）』
　　　　  ネパール大衆歌謡コンサート
　　　　　『スンダリミカ＆ネパールの友人』

ネパール大地震チャリティ／上映会＆トーク＆コンサート
会場／せんだいメディアテーク7階 スタジオシアター　主催／繭の会、J-one「NEPAL」 　後援／（公財）宮城県国際化協会

日系社会青年ボランティアと日系社会シニアボランティアも同時募集！

今からでも遅くはありません、
ネパールへのご支援を！！
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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2015年10月～11月
の活動予定をご紹介します。
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「倶楽部MIA」、「MIA多言語かわら版」（日・英・中・韓・葡）の最新号及び
バックナンバーは、WEB上でご覧いただくことができます。
※「MIA多言語かわら版」は本年度から、WEB上のみの公開となりました。

倶楽部MIA 検 索

・

・

・

・

・

10月 OCTOBER
10～11月　毎週日曜日と祝日
　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700円は自己負担
　  022-354-3678（大浦）
hoshido_mutsuo@ybb.ne.jp
http://www.geocities.jp/matsushimagw/

10～11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
入場料300円は自己負担
               　 ※瑞巌寺と同じ

1日
　ネパールについて知る集い

スワン国際協力の会
シャプラニール＝市民による海外協力の会
喫茶店モミの木

（石巻市泉町4-1-20、tel. 0225-94-1323）
18:30
不要
500円（フィリピン山岳地域の有機栽培コーヒー付）
swan20110311@gmail.com

　
2日
　シャプラニール全国キャラバン講演会｢フェアト
　レードが変えるネパールの女性達の暮らし」

シャプラニール仙台・ボンドゥの会
北四カフェギャラリーGranny's

（仙台市青葉区上杉3-9-46）
14：00～16：00
要（9月27日まで）
500円 ※他にワークショップ参加費500円
090-3759-5904
022-377-1407
yokohara0131@jcom.home.ne.jp

3日
　外国人のためのVISA・生活無料相談会

NPO法人 ビザ＆ライフサポートインみやぎ
大崎タイムス社
11：00～14：00
電話にて。当日直接も可能。
無料
090-7937-6716
022-358-1250
http://www.visa-life-support.jp/

4日
　歩いて巡る地域歴史散策～第33回仙台三十三
　観音巡り 第2行程12番～25番札所～

NPO法人 楽遊ネットワーク宮城
集合場所：みやぎNPOプラザ（榴岡）前
8：45集合 出発9：00～15：30頃解散予定
電話・FAX・メール ※保険をかける都合上、

事前にお申し込み願います。
楽遊ネット会員2,000円 一般2,500円(小冊子・保険込）
022-261-9869
022-261-0546
eikaiwa.usaclub@dream.ocn.ne.jp
http://www.eikaiwa-sendai.jp/rakuyuu.html

6日
　MIA日本語講座初級1・2クラス

公益財団法人 宮城県国際化協会
宮城県仙台合同庁舎 7階
10：00～12：00（毎週火～金）
電話・FAX・メール
24,000円（テキスト代別）
022-275-3796
022-272-5063
mail@mia-miyagi.jp
http://mia-miyagi.jp/

　MIA日本語講座中級クラス
公益財団法人 宮城県国際化協会
13：00～15：00（毎週火・木）
12,000円（テキスト代別）
　　　　　　 ※10月6日初級1・2クラスと同じ

9日
　MIA日本語講座漢字1・2クラス

公益財団法人 宮城県国際化協会
13：00～15：00（毎週金）
7,200円（テキスト代別）
　　　　　　 ※10月6日初級1・2クラスと同じ

10～12日
　第102回日本エスペラント大会 
　10日　公開エスペラント語入門講座

仙台エスペラント会、（一財）日本エスペラント協会
仙台市民会館 第1教養室
13：30～15：00
準備の都合上、できれば事前にお電話下さい。
無料
022-284-7474（斉藤）
esperanto@goo.jp
http://sendaiesperantokai.jimdo.com/

　　　　 公開講演「大震災とエスペラント」
仙台エスペラント会、（一財）日本エスペラント協会
仙台市民会館 小ホール
15：10～17：10
不要
無料

　11日　公開講演「エスペラントとユネスコ」
10:35～12:15

　　　　「エスペラント歌曲コンサート」
15：00～16：00
　　　　※「大震災とエスペラント」と同じ

　12日　公開講演「魯迅とエロシェンコ」
10：00～11：30
　　　　※「大震災とエスペラント」と同じ

11日
　第9回国際交流フェスティバル

特定非営利活動法人 大崎タイムス福祉部
大崎市 化女沼 古代の里
11：00～14：00
自由参加

無料
0229-22-2181
0229-22-2195
koudoku@osakitimes.com
http://www.osakitimes.com

12日
　2015国際交流まつり

国際交流協会わたり
亘理中央公民館
11：00～15：00
国際交流協会わたり事務局 岩山裕
無料（販売コーナーは有料）
　  0223-34-6396

13日
　MIA日本語講座夜間初級1・2クラス

公益財団法人 宮城県国際化協会
18：30～20：30（毎週火）
12,000円（テキスト代別）
　　　　　　 ※10月6日初級1・2クラスと同じ

15日
　半乾燥地における洪水-旱魃対応農法の提案

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

17日
　世界食料デー 仙台大会

（一財）日本国際飢餓対策機構、食料フォーラム・仙台
日本聖公会 仙台基督教会
13：30～15：30
不要
無料
０22-217-4611または090-1373-3652
022-217-6651

　フレンチ・ポップ・コンクール à 東北
東北大学、仙台日仏協会・アリアンス・フラン
セーズ、在日フランス大使館、
アンスティチュ・フランセ、エール・フランス、
Hachette、ビストロ・ヤマライ 他
東北大学 ※青葉山キャンパスを予定
13：30～開始予定
要（電話・メール・弊校受付にて直接） 
※詳しい応募方法は弊校HPをご覧下さい。
無料（最優秀賞は成田-パリ間の往復航空券
授与。その他各賞あり。）
022-225-1475
022-225-1407
contact＠alliancefrancaise-sendai.org
http://alliancefrancaise-sendai.org/ja/

19日
　魯迅先生逝世79周年碑前祭と留学生昼食交流会

仙台魯迅先生顕彰会
（碑前祭）仙台市博物館 「魯迅之碑」前
（交流会）銀座ライオン一番町店
（碑前祭）10：30～
（交流会）12：00～ ※碑前祭終了後予定

 11月 NOVEMBER

宮城県日中友好協会
（交流会）会費3,000円
     022-274-3811
jcfa-miyagi@rose.plala.or.jp
http://www16.plala.or.jp/miyagikenn/

21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

23日
　ヴェルトグラード・トリオ コンサート

日本ユーラシア協会宮城県連合会
共催：仙台ロシア合唱団
名取市文化会館 中ホール
18：00開場 18：30開演
日本ユーラシア協会宮城県連合会
1,500円（前売券） 2,000円（当日券）
022-263-4360または080-2820-7698
022-263-4360
cheb@live.jp
http://www2.hp-ez.com/hp/eurasmiyagi/page15

24日
　外国人のためのVISA・生活無料相談会

NPO法人 ビザ＆ライフサポートインみやぎ
　　　　　　　  ※10月3日と同じ

25日
　せんだい地球フェスタ2015

せんだい地球フェスタ実行委員会
仙台国際センター 展示棟
10：00～16：00
不要
無料

022-268-6260
022-268-6252
senfesinfo@gmail.com
http://senfes2015.jimdo.com

31日
　韓国料理（牛なべ、白キムチ）

韓国料理仙台チーム
仙台国際センター 研修室B
10：00～13：00
電話・FAX（10月27日まで）
1,000円
080-5009-4181または022-251-5115
022-251-5115

31日～11月1日
　第10回UNHCR難民映画祭 仙台

国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所
せんだいメディアテーク スタジオシアター

（各日開演時間）13：00/16：00/19：00
ご入場は先着順。（予約不可）各回1時間前よ
り会場で整理券配布開始。各回20分前に開
場。各回完全入替制。
無料
03-3499-2011
03-3499-2272
jpntorff@unhcr.org
http://unhcr.refugeefilm.org/

15日
　韓国料理（チヂミ、白キムチ）

韓国料理仙台チーム
電話・FAX（11月10日まで）
　　　　　※10月31日と同じ

17日
　「読書の秋 2015」フランス人BD作家 オリヴィ 
　エ・ルドロワ氏によるアトリエ『色彩について』

アンスティチュ・フランセ日本
仙台日仏協会・アリアンス・フランセーズ
アリアンス・フランセーズ仙台
未定 ※詳しくは弊校HPにて告知いたします
ので、ご覧下さい。
無料　
               ※10月17日と同じ

18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
　　　　　　※10月21日と同じ

19日
　アフリカの火山と日本の火山

アフリカ・セミナーの会
　　　　　　※10月15日と同じ

21日
　外国人のためのVISA・生活無料相談会

NPO法人 ビザ＆ライフサポートインみやぎ
　　　　　　　  ※10月3日と同じ

22日
　ボジョレー・パーティー

仙台日仏協会・アリアンス・フランセーズ
在仙台フランス名誉領事館

（宮城文化服装専門学校）
未定
未定（※詳しくは弊校HPにて告知いたします
のでご参照ください。）
　　　　　※10月17日と同じ
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　国際交流まつり（交流パーティー）

多賀城市国際交流協会
多賀城市民会館 展示室 （文化センター内）
13：30～15：30
不要
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JICA宮城デスクからのお知らせ

　JICAでは年4回JICAボランティア（青年海外協力隊、シニア海外ボ
ランティア）を派遣しています。下記の通り、秋募集へ向けてJICAボラ
ンティア説明会を開催いたします。
　JICAボランティア経験者のパネルトーク式体験談発表が予定され
ているほか、JICA職員との個別応募相談、要請の詳細情報などの資
料閲覧が可能です。この機会に応募への不安や疑問を解決しません
か？お申込み不要、入場無料、入退場自由です。どうぞお気軽にお越し
ください！

僕たちに  できることは  必ずある  青年海外協力隊、シニア海外ボランティア募集！

※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/

JICA東北公式Facebookでも情報発信中！

■募集期間：2015年10月1日（木）～11月2日（月）（※当日消印有効）
■説明会日程：①9月27日（日）17:00～19:00

②10月8日（木）19:00～21:00
③10月18日（日）10:00～12:00

■会場：いずれも、仙台市情報・産業プラザAERネ！ットUセミナールー
ム6階（仙台市青葉区中央1-3-1）にて開催します。また、すべ
て「青年海外協力隊」と「シニア海外ボランティア」の合同説明
会となります。

詳細は、JICAホームページ内より　JICAボランティア、説明会　と検索していただき、ご覧ください。皆さまのお越しをお待ちしております！

◆日　時／2015年10月30日（金）
　　　　　第1回目 開場14:30 開演15:00（約2時間）
　　　　　第2回目 開場18:30 開演19:00（約2時間）
◆参加費／1,000円（高校生以下無料）
　　　　　参加費の50％が「貧困家庭教育支援」と「山羊を無償
　　　　　支給しての職業支援」の財源に充てられます。

◆Program
　第１部　ネパール映画『カタプタリ』～風の村の伝説～
　　　　  （2008年 伊藤敏朗監督作品 ※日本語字幕付）
　第2部　ゲストトーク『スンダリミカ＆すぎた和人（J-one発行人）』
　　　　  ネパール大衆歌謡コンサート
　　　　　『スンダリミカ＆ネパールの友人』

ネパール大地震チャリティ／上映会＆トーク＆コンサート
会場／せんだいメディアテーク7階 スタジオシアター　主催／繭の会、J-one「NEPAL」 　後援／（公財）宮城県国際化協会

日系社会青年ボランティアと日系社会シニアボランティアも同時募集！

今からでも遅くはありません、
ネパールへのご支援を！！
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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）

◎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）　
◎企業会員については世界各国国旗の無償貸し出し、及び
　外国人スタッフ等による国際理解出前講座の無償提供
●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

　MIAが正式に学生インターンを受け入れるようになってから今
年で12年目。この夏の学生インターンは、これまでになく国際色
豊かでした。
　まず一人目のEさんは、現在、カリフォルニアのポモナ・カレッジ
で学ぶ女子学生です。二人目もやはりカリフォルニアからで、こち
らはUCLAで学ぶ韓国人女子学生Hさん。どちらも親御さんと
MIAとの繋がりで、子ども達のインターンが実現したものです。
この二人については、株式会社インターサポート様、NPO法人学
割net様からも多大なご協力を賜り、貴重な体験をさせていただ
きました。この場をお借りして御礼申し上げます。
　続く三人目は韓国籍の学生ながら、父親の仕事の都合で2歳か
ら仙台で暮らしている山形大学の男子学生Cさん。日本語も韓国
語も完璧に操るスーパー大学生で、異文化間メンタルヘルスを
専門とする臨床心理士でありかつ6年越しのMIA特任インターン
である一條玲香さんからの薫陶を受けるべくインターンを希望

　今年4月25日にネパール中部を襲ったM7.8の大地震。5月には強
い余震もあり、一連の地震による死者は8,600人以上、負傷者も
21,000人を超え、多くの建物が倒壊しました。（外務省のホームペー
ジより。死者・負傷者数は5月27日時点）東北大学ネパール学生協会

（NepSA）は、この地震を機に立ち上げられ、当協会、仙台観光国際協
会などと連携し、活発な支援活動を展開してきました。今回の倶楽部
MIAでは、NepSA代表のバンダリさんにお話を伺います。

――最初に、自己紹介をお願いします。
　東北大学工学部3年生です。2013年2月に日本に来ました。飛行機
や車に興味があり、その分野で優れた実績のあるアメリカ、ドイツ、日
本のいずれかの大学で学ぶつもりでしたが、2010年頃から仙台で働
いていた父の勧めで、東北大学を進学先に選びました。生まれたの
は、ネパールの西部開発区域内のグルミ郡にある小さな村です。小
学校教員をしていた母の勤務先はその近くでしたが、5つ星ホテルの
マネージャーを務めていた父の職場は首都のカトマンズにあったた
め、小学校から高校までのほとんどをカトマンズで過ごしました。両
親、自分、妹2人の5人家族。高校生の下の妹は父方の祖父母とカトマ
ンズで、私を含む4人は現在、仙台で暮らしています。
――次に、NepSAが発足した経緯を教えて下さい。地震発生から間
もない5月の連休には、もう募金活動をされていましたが…
　私自身は比較的すぐに下の妹と連絡が取れ、皆が無事だと分かり
ましたが、報道などで深刻な被害が徐々に明らかになってきました。
それで、地震が発生した翌日に私を含むネパール人学生3人が集まっ
て話し合い、NepSAが発足しました。そして、5月5、6、9、10日の4日
間、東北大学のほか、専門学校で学ぶネパール人ら約20人が、仙台市
内2、3か所で毎日約4時間、募金を呼び掛けました。仙台は東日本大
震災の被災地なので、こういう活動に理解があると思っていました
が、現実は予想を超えました。募金に加え、「応援しています」「頑張っ
て」という激励や、食べ物や飲み物の差し入れ、バラの花を下さった人
もいて、4日間で約348万円も集まりました。
――募金はいくら集まり、どこに送られましたか？
　5月24日に開催された東北大学国際祭りでも、メンバーが民族衣

装を身に着けて支援を呼び掛けたり、ネパール料理を提供して売上
を募金したりするなどし、結果的には400万円を超えるお金が集まり
ました。特定の団体にお金を送ると、その団体の運営資金に回る可
能性があると考えたこと、また「1番困っている人々に届けたい」とい
う思いから、ゴルカ郡など被害の大きかった3つの郡の5つの小中学
校の関係者と直接連絡を取り、280万円を送りました。崩壊した校舎
の再建設に役立てられる見込みです。また、カトマンズにある大学の
工学部の学生達が、被災した村で仮設住宅の作り方を教える活動を
していることを知り、40万円を送りました。約25の仮設住宅が建った
と聞いています。その他、ゴルカ郡の小学生にノートやペンなどの学
用品を配るのにもお金を使いました。
――代表として活動に携わってみて、いかがでしたか？
　人をまとめる大変さを実感しました。国民性の違いもあるかもしれ
ません。日本人同士の会議だと、「よろしいですか？」「よろしいです」で
まとまるのかもしれませんが、ネパール人は違います。「よろしいです
か？」と聞いたら、「よろしくない」「異議あり」といろいろな意見が出る
のが普通ですから。でも今回の活動を通して、母国をこんなにも多く
の人々が応援してくれていると知って嬉しかったですね。
――今後について、教えて下さい。
　ネパールは世界最高峰のエベレストなど「山」で有名な国ですが、
それ以外にも魅力がいっぱいあります。小さい国がたくさん集まって
1つの国になったので、日本の3分の1程度の国土に、120の言語、
100以上の民族が存在すると言われ、言語的にも文化的にも多様性
に富みます。顔立ちを見ているだけでも興味深く、北は中国人のよ
う、中央は私のように彫りが深く、南はインド人っぽい感じ。宗教的に
は、ヒンドゥー教徒が8割ですが、他の宗教にも寛容です。料理もそん
な多様性の影響からいろいろな種類があって、楽しめます。今回の地
震でネパールの全ての観光地が被災したわけではないので、多くの
人に訪れてほしいです。私自身は8月下旬から来年5月まで交換留学
生としてアメリカの大学で学ぶため、しばらく仙台を離れますが、
NepSAの活動は続きます。今後は、母国の魅力を広く知っていただ
けるような活動をしていきたいです。

このインタビューは、2015年8月14日に行いました。

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。

MIA日本語講座2015年第2期開講！

国際色豊かなMIAインターン 2015
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『中級へ行こう』
日本語の文型と表現59

『日本語初級1大地』
『日本語初級2大地』

『使って覚える楽しい漢字1』
『使って覚える楽しい漢字2』
『日本語初級１大地』
『日本語初級2大地』

￥12,000
※テキスト代別
￥7,200
※テキスト代別
￥12,000
※テキスト代別

２０人

漢字1・2
各20人

￥24,000
※テキスト代別

初級1・2
各20人

初級１・2
各15人

10月6日（火）～2月10日（水）

１０月6日（火）～2月9日（火）

10月9日（金）～2月19日（金）

10月13日（火）～3月15日（火）

13：00～15：00

10：00～12：00

13：00～15：00

18：30～20：30

火・木

火～金

曜日クラス 時間 期間 テキスト 受講料 定員

金

火

中級

初級１・２

漢字１・２

夜間初級1
夜間初級2

バンダリ・サーガル さん
ネパール連邦民主共和国出身
東北大学ネパール学生協会（NepSA）代表

母国の復興のために
～宮城在住のネパール人学生による
　　　　　　　　　　 支援活動～

5月に仙台市内の繁華街で行った街頭募金。中央がバンダリさん。

花束の贈呈を受けた吉川優姫さん ミュージカル「ジュリアおたあ」キャストの皆さん

「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」
編集：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実行委員会
　日本の教育制度、宮城県の高校入試の仕組などについて解説したガイドブックです。中国語、韓国語、英語、タガログ語、
スペイン語版があります。
　仙台市で開催した「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」、そして石巻市と登米市で開催した「多
文化家族のための子どもの学校生活について学ぶ会」で使用・配布する資料として、今年度改訂したものです。
　高校入試は、子どもの成長過程における大きなハードルの一つです。そのハードルを乗り越えるための正確な情報を得
るリソースとして、外国につながる子ども及びその保護者、そして支援者の皆さんに是非ご活用いただければと思います。
◎ＭＩＡで配布しているほか、ガイダンス実行委員会のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
　http://shinro-miyagi.jimdo.com/進路ガイドブック/
◎送料をご負担いただければ、郵送いたします。詳しくはMIAにお問い合わせください。

してきたものです。
　そして四人目が、宮城
学院女子大学のKさんで
す。MIAには、同大卒の
職員もおり、この大先輩
からは、国際業務だけではなく就活などについてもじっくり体験
談を聞くことができたようです。
　私たちMIAでは、地域の多文化共生のリアリティと、私たちの
組織の役割について知ってもらうことを目的に、可能な限り柔軟
に学生インターンを受け入れています。が、それと同じくらいに
大切にしているのが、出会いの場のプロデュースです。
　宮城に暮らすたくさんの外国人、地域の多文化共生を支える
たくさんの大人たち、そして共に次代を担うたくさんの同世代の
仲間たちとの出会いの場を、今年の学生さんたちはどのように受
け止めてくれたでしょうか。

　10月からMIAの日本語講座が始まります。身近に日本語を勉強したい外国人がいらしたら、ぜひご紹介ください。
多言語（日英中韓）のチラシも用意しています。

※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。


