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●宮崎県国際プラザ休館のお知らせ●

２月１１日(水)は、祝日の為お休みとさせていただきます。

２００９年
２００９年アートフェスティバル
「外国人が
外国人が見た宮崎」
宮崎」作品展 開催！
開催！
宮崎県在住の
宮崎県在住の外国人による
外国人による、
による、宮崎の
宮崎の印象や
印象や宮崎への
宮崎への想
への想いを形
いを形にした作品展
にした作品展がいよい
作品展がいよい
よ始まります。
まります。写真、
写真、書道、
書道、絵画など
絵画など素晴
など素晴らしい
素晴らしい作品
らしい作品が
作品が揃っています。
っています。是非ご
是非ご来場下さい
来場下さい。
さい。

◎作品展示期間：
作品展示期間：2009年
2009年1月28日
28日(水)～2009年
2009年2月7日(土)10:
)10:00～
00～20:
20:00 ※最終日は
最終日は16:
16:00まで
00まで。
まで。
◎場所：
場所：カリーノ宮崎
カリーノ宮崎8
宮崎8階 ガガエイトフリースペース
●2009年アートフェスティバル・国際交流イベント●


１月３１日
３１日（土）





◆着物で
着物で作法 ※有料(300
有料(300円
(300円)

［時間］11:00～12:30(午前の部)
13:30～15:00(午後の部)
［定員］外国人 各10人(※先着順、定員になり次第終了)
・着物の試着、簡単なマナー体験、日本文化体験
◆作者との
作者との交流会
との交流会＆
交流会＆優秀作品発表 ※無料
［時間］13:30～14:30
・来場者と作者の交流会
・投票により選ばれた今年の優秀作品を発表します。
◆抹茶の
抹茶の提供 ※有料(100
有料(100円
(100円)
［時間］11:00～16:00
◆各国紹介ブース
各国紹介ブース ※無料
［時間］終日 10:00～16:00
・アメリカ、韓国、シンガポール、インドネシア、
台湾、ブラジル、インド
◆ことわざカルタ
ことわざカルタ大会
カルタ大会 ※無料
［時間］終日 11:00～16:00

［時間］10:15～12:15
・法律問題、在留資格(ビザ)などの相談に応じます。
◆ミニ盆栽教室
ミニ盆栽教室 ※有料(500
有料(500円
(500円)
［時間］11:00～12:00(午前の部)
13:00～14:00(午後の部)
［定員］外国人 各10人(※先着順、定員になり次第終了)
・身近な植物を使って手軽に楽しめる方法を学びます。

◆中国茶のふるまい
中国茶のふるまい ※無料
［時間］11:00～16:00

※無料
10:00～16:00
・アメリカ、韓国、シンガポール、インドネシア、
台湾、ブラジル、インド
◆在住外国人による
在住外国人による日本語発表会
による日本語発表会 ※無料
［時間］13:30～15:00 ※表彰式 15:50～16:00
◆世界の
世界のファッションショー ※無料
［時間］15:00～15:40

◆各国紹介ブース
各国紹介ブース
［時間］終日

◆ＪＥＴ青年
ＪＥＴ青年による
青年によるバイリンガル
によるバイリンガル演劇
バイリンガル演劇 第2
第2回公演

※有料

※上記催しは、予告なく変更になる場合があります。予めご了承下さい。



◆外国人のための
外国人のための生活
要予約・無料
のための生活・
生活・法律相談 ※要予約・

◆ＪＥＴ青年
ＪＥＴ青年による
青年によるバイリンガル
によるバイリンガル演劇
バイリンガル演劇 第1
第1回公演

［時間］16:00～17:00 ※入場受付 15：45～16：00
・入場料：300 円

２月１日（日）

［時間］16:15～17:15

・入場料：300 円

※有料
※入場受付 16：00～16：15

●国際ふれあいチャット● ［英語編］ ※賛助会員限定・参加無料

英語で楽しくおしゃべりをしながら交流しませんか。参加をご希望の方は事前に下記までご連絡下さい。
◇日 時：2月13日(金)～3月13日(金) ※毎週金曜日 全5回 13:30～14:30
◇場 所：カリーノ宮崎8階 宮崎県国際プラザ ◇締 切：2月10日（火）
◇申込方法：①氏名、②住所、③連絡先をTelもしくはFax、Email
◇定 員：18人 ※定員を超えた場合は抽選させていただきます。抽選にもれた方にのみご連絡します。
◇申込・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◆◇◆

賛助会員になると･･･

会費（年額）：個人１口 2,000円/ 団体１口 10,000円
☆「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
外国人のための日本語
のための日本語れんしゅう
日本語れんしゅう会
れんしゅう会●※事前申込不要
●※事前申込不要・
事前申込不要・参加無料

日本人ボランティアの方達と、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下さい。
◇日 時：毎週火曜日・金曜日 10:30～11:30 ◇場 所：カリーノ宮崎8階 宮崎県国際プラザ
◇問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会

●国際化推進事業補助金制度
●国際化推進事業補助金制度●
国際化推進事業補助金制度●

●外国人のための
外国人のための日本語講座
のための日本語講座(
日本語講座(初心者向け
初心者向け)● ※要申込み
要申込み

県内の団体などが国際交流事業を行う場合､次
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します。 の条件により協会より事業費の一部を補助しま
日本語があまり話せず、日本語を習う機会の少ない方に是非お知ら す。
せ下さい。
◇対象事業：
◇日 時：4月7日(火)～7月3日(金) 毎週火曜日・金曜日
団体等が行う県民の国際交流の推進に寄与す
10:10～12:00 全25回 ※祝日は除く
る先駆的、効果的な事業で、原則として一般
◇場 所：カリーノ宮崎8階 ガガエイト内
県民が参加できる事業または一般県民への波
◇対 象：初めて日本語を学ぶ方、
及があるもの
日本語の読み書きの基礎を学びたい方
◇対象経費：
◇費 用：1,000円(テキスト代・資料代含む)
上記事業の実施に必要な経費
◇申込期限：3月31日(火)
(団体運営費は除く)
◇申込方法：所定の申込用紙に記入し、郵送または、Fax
◇補助額：事業費の2分の1以内(限度額20万円)
◇申込・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

●第4回 国際理解講座 身近に
身近に世界を
世界を感じてみよう！～
じてみよう！～台湾編
！～台湾編～
台湾編～● ※参加無料

台湾出身の茶芸師、サイ・ペイファンさんを講師に迎え講座を開催します。台湾の伝統文化、茶芸等について学ん
でみませんか。お気軽にご参加下さい。
◇日 時：3月7日(土) 13:30～15:00
◇定 員：30人
◇会 場：カリーノ宮崎8階 ガガエイトフリースペース
◇申込方法：氏名・住所・電話番号・台湾について知りたいことを電話、FaxまたはEmail
◇申込・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会

＜各市町村からのお
各市町村からのお知
からのお知らせ＞
らせ＞
行

事

日

時

場

所

問い合わせ先

ランチ＆シンプル英会話
※申込不要・参加無料

2/24（火）
11:30～13:00

延岡市社会教育センター

延岡市国際交流推進室
Tel:0982-22-7006(甲斐)

楽しい料理教室
※受講料：800円(材料代)

2/26（木）
10:00～13:00

延岡市社会教育センター

延岡市国際交流推進室
Tel:0982-22-7006(甲斐)

延岡市社会教育センター

延岡市国際交流推進室
Tel:0982-22-7006(甲斐)

外国人のための日本語れんしゅう会 2/2（月）、2/9（月）、
in 延岡
2/23（月）
※参加無料
10:30～12:00

♪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

「 宮崎の味を母国に 」

明けましておめでとう！（もう 2 月だけど、とにかく明けましておめでとう！）いつもは頭に来た出来事について書く
が、今月はその雰囲気を和らげてみよう。年末年始の休暇は、宮崎に来てから初めて帰省し、地元のオハイオ州ワーズ
ワース市で過ごした。私は帰国する前に、家族と友達が飾り付けや飲食物などのような日本っぽいお土産を期待している
のを知っていた。以前は、みんなに酒を飲ませたり（評価が低かった）、だるまを配ったり（みんなに愛され、今でも
「あの卵の子」と呼ばれる）梅干を提供したり（多くの人が断った）した。今回は、焼酎を紹介するのが当然の選択だっ
た。友達はみんな、1人を除き（彼って何か問題あるのか？）、喉の渇きを癒す美味しい焼酎を喜んで飲んでくれた。ただ
し、ほとんどの友達はアメリカ人らしく、ショット連続で飲みたかったのだ。（めったに飲まない）母さえも、大晦日の
楽しみに焼酎を加えた。「のどがヒリヒリ…でうまい！」と、母が味を説明した。しかし、最高な評価は、宮崎の焼酎を
飲み（過ぎた？）友人が「これは、あんたが日本に住んでいるような味だ」と喋ってくれた。いまだに、どういう意味か
全く分からない。
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。

