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●休館日のお知らせ

PHONE:0985-32-8457
E-mail: miyainfo@mif.or.jp

2 月 21 日(水)は、
カリーノ宮崎休館日
宮崎県国際プラザ
カリーノ宮崎休館日のため
宮崎休館日のため、
のため、
宮崎県国際プラザはお
プラザはお休
はお休みいたします。
みいたします。

「外国人が
外国人が見た宮崎」
宮崎」作品展 ※入場無料

●アートフェスティバル 2007
○

宮崎県在住の外国人による、宮崎の印象や宮崎に関する事を形にした作品展がいよいよ始まります。写真、書道、絵画、クラフト
作品などすばらしい作品が揃っています。是非ご来場下さい。

◇作品展示期間：2月22日(木)～2月28日(水) 10:00～20:00 ◇場所：カリーノ宮崎8階 ガガエイトフリースペース
○国際交流イベント
国際交流イベント
※下記催しの時間は変更になる場合があります。※★については事前にお申し込み下さい。 ◎講演 24日 11:00～12:00
「9．11 後 5 年のアフガニスタン難民事業
アフガニスタン難民事業に
難民事業に関わっ
～2 月 24日
24 日(土)～
た体験」
体験」
★11:00～12:00 多文化共生アドバイザー講演
11:00～15:00 日本の伝統文化体験講座 1．茶道 2.着物の着付け *各200円
10:00～15:00 外国人のための血圧測定、体脂肪測定、健康相談
13:00～14:00 作品提供者との交流会 / 優秀作品発表
**作品提供者が自分の作品を解説します。是非ご参加下さい。
14:00～15:00 外国人による発表会
* * JET青年による英語劇「More more Momo!」
・第一回公演 15:00～15:45 ・第二回公演 17:00～17:45
終日イベント：JET青年による国際交流ブース

～2 月 25日
25 日(日)～

10:00～15:00 外国人のための血圧測定、体脂肪測定、健康相談
★11:00～13:00 外国人のための生活・法律相談会
* * JET青年による英語劇「More more Momo!」
・第三回公演 11:00～11:45
11:00～15:00 宮崎県日中友好協会による中国茶の無料提供
★13:00～13:45 国際ふれあいチャット《英語・中国語・韓国語編》
*定員：各20名（先着順）
★14:00～15:00 外国人のためのことわざカルタ大会
**上位入賞者には、賞品があります。*参加は外国の方優先
終日イベント：JET青年による国際交流ブース

◇講師：前 AMDA パキスタン国クエッタ事務所事
業調整役、元国連ボランティア 村上久子氏

◎外国人のための
外国人のための健康相談
のための健康相談

◇24日 / 25日 10:00～15:00
・血圧、体脂肪を測定出来ます。
・健康上の簡単な相談には看護士が対応します。

◎外国人のための
外国人のための生活
のための生活・
生活・法律相談会

◇25日 11:00～13:00
日本での生活のこと、法律問題、在留資格（ビザ）などで困っ
ている事はありませんか。弁護士、行政書士、生活相談員があ
なたの相談に対応します。 ※一人当たり相談30分まで
※希望があればボランティア通訳が対応します。
◇場所：カリーノ宮崎8階
◇申込み方法：電話にてご予約下さい。予約の際、通訳が必要
かどうかをお知らせ下さい。
◇申込み期限：2月20日（火）

◇申込み・問い合わせ：(財)宮崎県国際交流協会

※参加費無料

外国人の方たちと英語で楽しくおしゃべりしませんか。参加をご希望の場合は事前に下記までご連絡下さい。
◇日程：2月13日～3月13日 12:30～13:30 ※毎週火曜日(全5回) ◇場所：カリーノ宮崎8階 ガガエイト
◇申込み方法：名前、連絡先を電話、FaxまたはEmail
◇申込み・問い合わせ：(財)宮崎県国際交流協会

●国際ふれあいチャット《英語編》

国際理解教育・総合の学習の時間に活用できる情報、教材、ワークショップの紹介、また青年海外協力隊OB(現職教員参加)による
体験報告や帰国後の実践例を来年度の授業に取り入れませんか。興味のある方は是非ご参加下さい。
◇日時：3月3日(土) 13:30～16:00
◇場所：カリーノ宮崎 多目的A室
◇定員：25名
◇対象：国際理解教育を実践されている教員または興味のある方 ◇申込み方法：氏名、連絡先を電話またはEmail
◇申込み・問い合わせ：(財)宮崎県国際交流協会 JICA デスク宮崎(佐藤)
(3月1日(木)締切り)
Tel：0985-32-8457 Email:jicadpd-desk-miyazakiken@jica.go.jp
●国際理解教育指導者セミナー

◆◇◆賛助会員募集中
◆◇◆賛助会員募集中◆◇◆
賛助会員募集中◆◇◆ 会費（年額）：個人１口 2,000 円/団体１口 10,000 円
賛助会員になると・・・☆「プラザニュース」（毎月）・「サウスウィンド」（年３回）の送付
☆協会が開催する講演会、研修イベント等の案内（参加費無料又は割引、優先案内）
☆協会が発行する印刷物の提供 ☆世界各国基準対応ビデオ機器の使用（使用料無料）

※参加無料

県内の国際交流・協力団体の方を対象に講座を開催します。団体の活動をより活発に、より継続的なものにするためのノウハウを
一緒に学びませんか。団体運営や交流活動に役立つ実践的な講座です。是非ご参加下さい。
◇日時：2月4日(日) 13:00～16:00
◇場所：県庁6号館(623室) ※県庁第一駐車場をご利用頂けます。
◇内容：『行き詰まりを打破しよう！』・人材確保や組織作りなど、活動をより安定させ、発展させるための方法について、県内外で元気に
活動を続けている団体の話を聞き、意見交換を行います。
《基調講演》NPO地球市民の会代表 古賀武夫氏
◇申込み方法：お名前、所属団体、連絡先をFaxまたはEmailにて申込み ◇申込み・問い合わせ：(財)宮崎県国際交流協会

●平成 18 年度「みやざき国際実践塾」 国際交流・協力団体強化育成講座

世界のことばや遊び、各国衣装や楽器の体験コーナー、また低学年対象にした国際交流員との交流イベント(※要予約)など楽しい
内容盛り沢山です。
◇日時：2月11日(日) 10:00～16:00
◇場所：市民プラザ4階 ギャラリー
◇要予約イベント申込み方法：参加する子供の名前、年齢、連絡先をFaxにて申込み
●韓国とマレーシアのお正月を味わう
韓国とマレーシアのお正月は、日本と違って毎年変わるという事をご存じですか。国際交流員と一緒に２カ国のお正月について勉
強しませんか。そのほか韓国の伝統衣装の試着や、実際にお正月料理を作って試食など内容盛り沢山です。是非ご参加下さい。
◇日時：3月3日(土) 10:00～14:30
◇場所：宮崎市総合福祉保健センター(市立図書館となり)
◇持ち物：エプロン・入れ物
◇定員：30名(大人でも子供でも大歓迎)
◇参加費：500円(宮崎市国際交流協会会員と高校生以下は無料) ◇申込み方法：別紙申込書を郵送、Email又はFaxで申込み
◇上記の申込み・問い合わせ：宮崎市国際交流協会
※定員になり次第締切り
〒880-8505 宮崎市橘通西1-1-1 Tel：0985-21-1714又は21-1719 Fax:0985-22-0200 Email:miyazaki-mcia@miyazaki-catv.ne.jp
●宮崎市国際交流フェスティバル

日本では冬といえば鍋料理。オーストラリア、カナダ、アメリカなどではスープを飲みながら温まります。
国際交流員たちと一緒に世界のスープを作りましょう。
◇日時：2月24日(土)16:00～
◇場所：北郷町 農村センター調理室
◇定員：36名(親子参加大歓迎) ◇参加費：500円程度
◇締切り：2月23日(金)
◇申込み・問い合わせ：日南市商工観光課 国際交流員リズ Tel:0987-31-1134 Fax：0987-23-3100

●グローバル・フライパンⅣ スープ祭り

宮崎県国際大学主催の講座が開催されます。授業はすべて英語で行われます。詳しい内容は、直接お問い合わせ下さい。
◇日程：3月6日(火)～4月26日(木) ※月4回
◇授業料(1科目)：一般(高校生含む)8000円、在学生の保護者4000円
◇科目： 英語による科学
火曜日 19:15～20:45
◇定員：各科目20名
基礎英語Ⅱ
火曜日 19:15～20:45
◇申込み方法：ホームページより申込み
心理学
木曜日 19:15～20:45
◇申込締切：3月13日(火)
今日の世界における主要課題 木曜日 19:15～20:45
◇問い合わせ・申込み：宮崎国際大学 URL:http://www.mic.ac.jp Tel：0985-85-5981

●生涯学習プログラム

ペルーの方に大人気の料理『セコ コン フレホレス』。豆料理に牛のハーブ煮込みをのせた料理です。是非ご参加下さい。
◇日時：2月17日(土)13:00～17:00
◇場所：高岡町穆園館 調理室
◇持ち物：エプロン、三角巾
◇費用：大人500円、子供250円
◇定員：20名 ※2月10日(土)締切り ※先着順 ◇申込み・問い合わせ 高岡穆園国際交流協会 Tel：0985-82-1821(岩切宅)

●ペルー料理に挑戦してみませんか。

お正月は楽しく過ごせましたか。長いお正月休みのあとの仕事の初日は、私はなかなか落ち着けませんでした。日本
人の同僚はすでに全速力で仕事を頑張っていましたが（さすが）、40％の私はまだまだ綾の森と青島の海辺でゆっくり散
歩している感じでした。
私の上司は、成人の日に私を彼の家族と一緒に、裸まいりを見に青島に連れて行って下さいました。寒かったけど楽
しかったです。ほかのＪＥＴ青年達が褌(ふんどし)のままで冷たい海に走りこむのを見られて面白かったです。皆さん
もやってみませんか。来年青島で、たぶん、襦袢(じゅばん)を着て、海辺で震えている私の姿が見られるかもしれませ
ん。アハハ。
●プラザニュース英語版より

獅子の散歩道

～県国際交流員 ネオ・スユさん～

国際プラザ
国際プラザでは
プラザでは留学
では留学・
留学・ワーキングホリデー等
ワーキングホリデー等に関する書籍
する書籍を
書籍を用意しています
用意しています。
しています。
その他
その他、日本語の
日本語の教授法の
教授法の教材本、
教材本、ビデオ等
ビデオ等も図書コーナー
図書コーナーに
コーナーに備えていますのでご利用下
えていますのでご利用下さい
利用下さい。
さい。
国際プラザ
国際プラザ内
プラザ内、協会ホームページ
協会ホームページの
ホームページの掲示板を
掲示板を情報交換にお
情報交換にお使
にお使い下さい

