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✿宮崎県国際プラザ

カウンターボランティア募集

✿宮崎アートフェスティバル
宮崎アートフェスティバル200
アートフェスティバル200９
200９✿

県内在住で18歳以上の方を対象に、国際プラザの業務のお手伝いをしてくだ 「外国人が見た宮崎」作品展 開催決定！
さるカウンターボランティアの方を募集します。ご希望の方は、申込書に必要 -2009年1月2８日(水)～2月7日(土)事項を記入のうえ9月6日(土)までにお申し込み下さい｡
《応募者多数の場合は書類選考あり》
来年も「外国人が見た宮崎」作品展を
◇活動期間：2008年10月1日(水)～2009年3月31日(火)
開催します。今回も宮崎の印象、宮崎に
◇活動時間：①10:00～13:00②13:00～16:00③16:00～19:00
関することをテーマに絵画、写真などで
※火曜日～土曜日のうち週1回
表現した作品を募集します｡詳細につい
◇場 所：カリーノ宮崎8階 ガガエイト内
◇内 容：○総合案内 ○来館者対応 ○文書発送補助 ○図書・資料の整理 ては、次号にて発表します。
○パソコン処理 ○使用済み切手、プリぺードカード等の整理・発送 ◇応募対象者：県内在住の外国人
○図書、ビデオの貸出・返却手続き
◇その他：交通費、謝金等はありません(駐車場代、ボランティア保険代は当協会が負担)
◇申込み・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会
✿
✿
✿※要申込み ✿
※参加費無料
県内在住の外国人の方を対象に日本語の初級講座を開催
宮崎県国際交流員のネオ・スユ氏、鹿児島県国際交流員
します｡日本語があまり話せず、日本語を習う機会の少な
のシン・ジュアン氏を講師に迎えて、シンガポールの紹介
い方に是非お知らせ下さい｡
講座を開催します！最新のシンガポールの情報を聞きませ
◇期 間：9月2日(火)～11月28日(金)
んか。
※9/23(火)は休講 毎週火・金曜 全25回
◇日 時：9月6日(土) 13:30～15:00
◇時 間：10:10～12:00
◇講 師：ネオ・スユ氏(宮崎県国際交流員)
◇場 所：カリーノ宮崎8階 ガガエイト内
シン・ジュアン氏(鹿児島県国際交流員)
◇対 象：はじめて日本語を学ぶ方、日本語の読み書きの
◇場 所：カリーノ宮崎8階 ガガエイト多目的Ａ室
基礎を学びたい方
◇定 員：30名 ※要事前申込み
◇受講料：1,000円(テキスト代・資料代含む)
◇申込み方法：氏名・電話番号・シンガポールについて知
◇申込み期限：8月23日(土)
りたいことを電話、FaxまたはEmail
◇申込み方法：所定の申込み用紙に記入し、郵送又はFax
◇申込み・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会
◇申込み・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会
✿
✿
～お願い～
◇期 間：9月3日(水)～12月24日(水)
※要申込み 車でお越しの場合は、カリーノ宮崎(有料)または
周辺有料駐車場をご利用ください｡当協会からの
※毎週水曜日 全17回
駐車券の発行はありません。ご了承ください｡
◇時 間：10:30～12:30
◇場 所：都城市コミュニティセンター
✿
✿ ※参加費無料
◇対 象：初めて日本語を学ぶ方、日本語の読み書きの
中国出身の方々と、中国語でのおしゃべりを楽しみませ
基礎を学びたい方
んか。語学力に関係なくどなたでもご参加いただけます。
◇受講料：1,000円(テキスト代・資料代含む)
◇申込み方法：所定の申込み用紙に記入し郵送またはFax ※グループ分けをします。
「勉強はしているけど話すチャンスがない」・「話せない
◇申込み・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会
けど中国圏に興味がある」という方は是非お越し下さい。
✿
✿ ※参加無料 みなさまのご参加をお待ちしています！
日本人ボランティアの方たちと、会話や日常生活で使う
表現など日本語を練習したい！という方、お気軽にご参加 ◇期間：8月5日(火)～9月2日(火)
※毎週火曜 全５回
ください｡(※予約不要)
◇時間：13:30～14:30
◇期 日：毎週火曜日・金曜日
◇場所：カリーノ宮崎8階 宮崎県国際プラザ
◇時 間：10:30～11:30
◇申込み方法：氏名・連絡先を電話、Fax、Email
◇場 所：カリーノ宮崎8階 宮崎県国際プラザ
◇申込み・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会
◇問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会
◆◇◆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）
外国人のための日本語講座(初心者向け)

✿

第２回国際理解講座 世界を身近に感じてみよう
～シンガポール編～

外国人のための日本語講座 in 都城(初心者向け)

国際ふれあいチャット<<中国語>>

外国人のための日本語れんしゅう会

✿

✿

外国人ボランティア募集

①国際ふれあいチャットボランティア募集
英語・中国語・韓国語でのおしゃべりを楽しむ「国
際ふれあいチャット」を開催する際にお手伝いをして
くださる外国人ボランティアの方を募集しています。
②国際理解講座 講師募集
あなたの周りに、母国語の文化や習慣などを宮崎県
民の方に紹介したい！という外国人の方はいらっしゃ
いませんか。

✿

✿

ＪＩＣＡ 国際協力 中学生・高校生エッセイコンテスト2008

募集テーマ：「地球と生きる～地球に暮らす一員としてできること、考えること～」

友達や家族と話したこと、学校で習ったこと、本や新聞、テレ
ビを通じて感じたこと、自分自身の体験・発見や最近知ったこと
などをエッセイにしてみませんか。題は自由です。
上位入賞者の方々には、夏休み(2009年7月予定)に、海外研修旅
行に行く機会が提供されます。ふるってご応募下さい｡
◇募集期間：6月12日(木)～9月10日(水)＜締切日当日消印有効＞
中学生の部：400字詰め原稿用紙３枚以内
・
※詳しくは、宮崎県国際交流協会までお問い合わせ下さい。 ・高校生の部：400字詰め原稿用紙４枚以内
◇応募先：〒150-0012 東京都渋谷区広尾４－２－２４
✿
✿
（社）青年海外協力協会内
「国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2008」係
外国人のための日本語講座を開催します。日本語
TEL:03-3406-5274
を習う機会の少ない方へお知らせ下さい｡
✿
✿
◇日 時：8月7日(木)、8月21日(木)、8月28日(木)
宮崎県日向市の海で、中学生を助けようとして命を落とした
○入門コース 10:00～11:00
インドネシア人研修生の足跡をたどるドキュメンタリー映画
○初級コース 11:00～12:00
「ＭＡＳ
ＥＮＤＡＮＧ」の上映会です。是非お越し下さい。
※両方受講することが可能です｡
◇日 時：8月12日(火) 19:00～(※18:30開場)
◇場 所：延岡市社会教育センター
◇入場料：無料
◇参加費：無料
所：宮崎市民プラザ オルブライトホール
✿
✿ ◇場
◇問い合わせ：宮崎県インドネシア友好協会
TEL:080-1725-5133(道休) Email:doko2@galaxy.ocn.ne.jp
外国人のためのれんしゅう会を開催します。
日本語ボランティアと一緒に日本語を勉強しません
✿
夜間生涯学習プログラム開講✿
か。
宮崎国際大学主催の講座が開催されます。授業は全て英語で行
◇日 時：8月4日(月)、8月11日(月)、8月25日(月) われます。受講を希望される方は、宮崎国際大学ページよりお申
◇時 間：10:30～12:00
し込み下さい。
◇場 所：延岡市社会教育センター
◇期 間：10月2日(木)～11月25日(火) ※各科目毎週1回(全8回)
◇参加費：無料
◇授業料：一般(高校生を含む)8,000円、在学生の保護者4,000円
◇科 目：
✿
✿
延岡市国際交流員メルさんとランチを食べながら 英語によるプレゼンテーション： 火曜日 19:15～20:45
効果的なスキル講座
簡単な英語を楽しみませんか。
日常生活における紛争：
木曜日 19:15～20:45
◇日 時：8月21日(木) 11:30～13:00
原因、予防法、解決法
◇会 場：延岡市社会教育センター
※参加無料、申込み不要、弁当を持参してくださ ＴＯＥＩＣ：集中スキル講座(中級) 木曜日 19:15～20:45
い。
◇定員：各科目20名(定員になり次第締切)
●申込
申込み
申込み・問い合わせ●
わせ●
◇申込み方法：ホームページより申込み
延岡市国際交流推進室
◇申込み・問い合わせ：宮崎国際大学 TEL:0985-85-5931
TEL:0982-22-7006
URL:http://www.mic.ac.jp
外国人のための日本語講座 in 延岡

※参加無料

映画「ＭＡＳ ＥＮＤＡＮＧ」チャリティ上映会

外国人のための日本語れんしゅう会 in 延岡

※参加無料

宮崎国際大学

ランチ＆シンプル英会話 in 延岡

※参加無料

♪プラザニュース英語版より

～県国際交流員 パトリック・マーハー さん～

最近、ある喫煙者仲間に対して声を上げたくなるような出来事があった。私は喫煙者で、タバコのリスクを十
分に理解しており、さらにただの癖だけで人の性格などを判断する人々があまり好きではない。誰にでも、人前
でやるものでもこっそりとやるものでも、何らかの悪い癖があるだろう。ともかく、喫煙の本質のため、タバコ
なしの人生を楽しむ人々に対してある程度のマナーが必要だ。私は、マナーに従わない喫煙者仲間に３つのお願
いがある。まず、吸殻を地面に捨てること、特に灰皿のすぐ傍に捨てることを止めなさい。ゴミ箱のところに行
くまで、ゴミをポケットに入れて待つのはそんなに難しくないだろう。私のアパートを吸殻の堀が囲んでいる状
況は、全然最高の景色ではないよ。そして、誰か の顔に煙を吹いてしまったのに、何事もなかったように振舞う
のは止めなさい（先週の金曜日にカリーノの前で吸っていたあなたですよ！）最後に、子供がいる喫煙者につい
て、子供を喫煙室に連れて行くなんて、何考えているんだ！？ただの５分の興奮のために死の煙が立ち込める箱
の中に子供を連れて行くほど中毒になっているなら、専門家のカウンセラーの助けを求めるべきだと思う。正
気？

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、日本語の教授法 の教材本、ビデオ等も図書コ ーナーに備えていますのでご 利用下さい。
国際プラザ内、協会ホー ムページの掲示板を情報交換 にお使い下さい。

