大 船渡市 国際交 流協 会

現在 、気 仙地 区に住 むア メ

■どん な団 体？

市内で は、 たく さんの 外国
リカや フラ ンス、 デン マー ク

■ 活動の 目的

人 が働き 、暮 らして いま す。
出身の 外国 人を含 め

人の 会

大 船渡市 国際 交流協 会は 、そ
な がら、 外国 の文化 や生 活習

う した人 たち と気軽 に交 流し

者レベ ルの 英会話 講座 を開 催

で、外 国人 を講師 とし 、初 心

員で活 動し ていま す。 これ ま

国 際交 流、国 際理 解に 興味

頼れる栄養源が給食だけ、という子供たちが存在します。ＮＰＯ法人フードバンク岩手は「もった
いない」食料品を「ありがとう」に変えるため、ご寄付いただいた食料品をお預かりし、児童養護施
設、子ども食堂、学習支援を行っている団体へ無償の食料支援を行っています。
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市 は、 共に 協働 する まち づ
くり を目 指し ていま す。
こ の コー ナー では 、大船 渡

慣 、考え 方の 違いな どを よく

しまし た。 また、 身振 り手 振

私 たち は、市 内在 住の 外国

ナムの 外国 人技能 実習 生と の

のあ る人 は、ぜ ひ気 軽に声 を
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市市 民活 動支 援セ ンタ ー の協
力の も と、市 内の 市民 活動 団
体や イベ ント 情報 など を 紹介

理 解し、 市民 レベル で「 多文

りを織 り交 ぜ、片 言の 英語 で

人向 けに 日本語 教室 を開設 し

交流会 では 、一緒 に碁 石海 岸

掛け てく ださい 。み なさん の
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します。今回は、「大船渡市国
際交 流協 会」 の紹介 です 。

化 共生社 会」 の実現 につ なげ

外国人 とゲ ームや スピ ーチ 、

■皆 さん へ一言

た いと考 えて います 。

対話 を通 して、 お互 いの国 の
文化 や生 活習慣 を理 解し尊 重

を散策 し、 クリス マス リー ス

参加 をお 待ちし てい ます。

し合 うこ とが目 標で す。

作りを 体験 しまし た。 和や か

大 船渡 市市 民活 動支 援セ ン

▽問 い合 わせ先
国柄を 感じ ること がで き、 と

ター（察頴５７０２）

な雰囲 気の 中でそ れぞ れの お

活用し て実 施した 中国 やベ ト

市民 活動 支援 事業補 助金 を

交流を 深め ていま す。

よう と準 備を進 めて います 。

外国人を招いての
「えいごカフェ」

ても有 意義 なひと 時で した 。

暫賞味期限が２カ月以上で常温保存可能なもの
暫未開封のもの
暫賞味期限の記載のあるもの
※フードバンク岩手に直接寄付
する場合は、賞味期限が１カ
月以上のものでも可能です。
※アルコール類、漬物などの自
家製品はご遠慮ください。

暫缶詰類（さんま、サバ、ツナ、コーンなど）
暫レトルト食品（カレー、親子丼、中華丼など）
暫瓶詰類（さけフレーク、佃煮、なめ茸など）
暫ふりかけ類
（ふりかけ、お茶漬けの素など）
暫乾物類（わかめ、インスタントみそ汁など）
暫お米
（精米、玄米ともに前年度までの分）
暫乾麺
（インスタント麺、スパゲティなど）
暫調味料（醤油、味噌、マヨネーズなど）

提供の条件

提供いただきたい食品類

（6）

※フェイスブック、ブログ、ツイッターを随時更新中

■大船渡市市民活動支援センター

フードドライブ ご協力のお願い
冬休み強化月間
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フリー トー クを楽 しみ なが ら

市内で働く外国人
技能実習生との交流会

