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開館時間：10:00～19:00［火曜～土曜］ 休館日：日曜・月曜・祝日・12月29日～1月3日
●宮崎県国際プラザ休館のお知らせ●
４月２９日(水)は、祝日の為お休みとさせていただきます。

●通訳ボランティア新規登録募集●

県内の国際交流の促進を目的に、イベントや会議、視察
などにおける外国語による案内などの通訳ボランティアを
募集しています。詳細は、協会ホームページからご確認い
ただけます。（英語については実用英語技能検定準1級以上
あるいは同等の語学レベルを有する方とします。）
◇申込・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会
●図書書籍・バックナンバー無料配付●

●外国人のための日本語講座●

※要申込み

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。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せ下さい。
◇日 時：4月7日(火)～7月3日(金) 毎週火曜日・金曜日
10:10～12:00 全25回 ※祝日は除く
◇場 所：カリーノ宮崎8階 ガガエイト内
◇対 象：初めて日本語を学ぶ方、
日本語の読み書きの基礎を学びたい方
◇費 用：1,000円(テキスト代・資料代含む)
◇申込期限：3月31日(火)
◇申込方法：所定の申込用紙に記入し、郵送またはFax
◇申込・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会

宮崎県国際プラザの図書コーナーにある“Newsweek”や
“J-SELECT”、フィリピンの新聞“PINOY”などのバックナ
ンバーや書籍を無料配付します。数に限りがあります。
●外国人ボランティア募集●
◇配付開始日：4月7日(火)
①国際ふれあいチャットボランティア募集
◇場 所：宮崎県国際プラザ(カリーノ宮崎8階)
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
●外国人のための日本語れんしゅう会●
ださる外国人ボランティアを募集しています。
※事前申込不要・参加費無料
講師募集
日本人ボランティアの方たちと一緒に、会話や日常生活 ②国際理解講座
あなたの母国の文化や習慣などを宮崎県民の方に紹介して
で使う表現など日本語を練習したい方はお気軽にご参加下 みませんか。お気軽にお問い合わせください。
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

～宮崎県国際交流協会のご案内～
◆◇◆賛助会員募集中
◆◇◆賛助会員募集中◆◇◆
賛助会員募集中◆◇◆
◆◇◆宮崎県国際プラザ
宮崎県国際プラザ内
プラザ内 図書コーナー
図書コーナー◆◇◆
コーナー◆◇◆
会費（
会費（年額）：
年額）：個人
）：個人１
個人１口 2,000円 団体１
団体１口 10,000円 ◆◇◆宮崎県国際

(財)宮崎県国際交流協会では、賛助会員になって協会の
活動を支援・協力してくださる方を募集しています。
♠「国際プラザニュース」(毎月)の送付
♠「サウスウィンド」(年3回)の送付
国際プラザニュース
サウスウィンド
協会主催の各種講座や 国際交流・国際協力に
県内の国際交流に関する 関する、身近な話題や
イベントなどを載せた 情報を載せたカラー版
情報紙
機関誌
♠協会が主催する講座やイベントなどの優先案内
(参加無料又は割引、会員優先などあり)
♠世界各国基準対応ビデオ機器の使用
(会員の方は無料、非会員は500円)
♠協会が発行する印刷物の提供
♠協会ＨＰより団体ＨＰへのリンク可能に
(賛助団体のみの特典)

な本や雑誌ビデオなどが揃っています。お一人
につき一回2週間無料で貸出を行っています。(一部除
く)ぜひ宮崎県国際プラザにお立ち寄りください。
様々

♠新聞
TH DAILY YOMIURI
♠雑誌

E
、PINOY GAZETTE、BANGKOK TIMES
日本語ジャーナル、留学ジャーナル、Newsweek、
Hiragana Timesなど
♠各国の旅行ガイド本や地図、洋書全般
(英語・中国語・韓国語・フランス語・ドイツ語など)
♠日本語を学ぶ方のためのテキスト、ビデオ、ＣＤや
テープなどの教材
♠国際理解や国際協力に関する本や資料
♠日本語を教えたい方のための日本語の教授法に関す
る本やテープ
♠留学やワーキングホリデーに関する本
♠語学の勉強に使える問題集や本
(英語・中国語・韓国語・スペイン語など)

◆◇◆協会
◆◇◆協会ホームページ
協会ホームページのご
ホームページのご案内
のご案内◆◇◆
案内◆◇◆

◆◇◆国際化推進事業費補助金制度
◆◇◆国際化推進事業費補助金制度◆◇◆
国際化推進事業費補助金制度◆◇◆

e Information(現在は英語版のみ)
宮崎県内の海水浴場、キャンプ場の情報一覧を掲載。
県内の団体などが国際交流 事業を行う場合、次の
♠ イベントカレンダー
条件により協会より事業費の一部を補助します。
協会主催のイベントや県内各地で行われる行事や祭りな
どを掲載。
◇対象事業
その他にもたくさんの情報を掲載しています。
団体 等が行う県 民 の国際交流の 推 進に 寄与 する 先
駆 的、効果 的な 事業 で 原則 として一 般 県 民 が参加
◆◇◆協会掲示板
◆◇◆協会掲示板◆◇◆
協会掲示板◆◇◆
できる事業又は一般県民への波及効果があるもの
宮崎県国際プラザ内と協会ホームページにある掲示板 ◇対象経費
はどなたでも利用できます。情報交換の場としてご利用 上記事業の実施に必要な経費(団体運営費は除く)
ください。
◇補助金
※ホームページの掲示板ご利用の際は、初回に登録が 事業費の２分の１以内
必要です。
(限度額20万円)
※当協会が不適切と判断した内容については削除する
ことがあります。
♠ Lif

◆◇◆宮崎県国際
◆◇◆宮崎県国際プラザ
宮崎県国際プラザに
プラザに車でお越
でお越しの皆
しの皆さまへ◆◇◆
さまへ◆◇◆

協会の専用駐車場はありません。プラザを利用の際は、カリーノ宮崎駐車場(有料)または、お近くの有料
場をご利用ください。当協会からの駐車券の発行はありませんので予めご了承下さい。ご不便をおかけい
たしますが、ご理解くださいますようお願い致します。
当
駐車

●ＪＩＣＡボランティア春募集「体験談＆説明会」●※参加無料・予約不要

平成 21年度春 募集では、青年海 外協 力隊、シニア 海外ボランティアの募集を行い、あわせて県内で 説明 会も 開催さ
れます。ぜひお気軽にお越し下さい。
・青年海外協力隊 《満20歳
20歳～満39歳
39歳までの日本国籍
までの日本国籍を
日本国籍を持つ方》
◇日 時：4月5日(日)14:00～、4月21日(火)18:30～
◇場 所：宮崎市民プラザ4階 大会議室
・シニア海外
シニア海外ボランティア
海外ボランティア 《満40歳
40歳～満69歳
69歳までの日本国籍
までの日本国籍を
日本国籍を持つ方》
◇日 時：4月21日(火)18:30～
◇場 所：宮崎市民プラザ4階 中会議室
◇問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会内 JICAデスク宮崎【佐藤】

＜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
インターナショナル
スポーツフェスタ
※参加無料

日 時
4/11(土)10:00～15:00
対象：小学3年生以上
定員：50人
※弁当・飲み物・室内シューズを持参

場 所
延岡市 大武体育館

問い合わせ先
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)

4/16(木)10:00～13:00
定員：25人(申込順)

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)

ランチ＆シンプル英会話
※参加無料・予約不要

4/21(火)11:30～13:00
※弁当を持参

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)

♪プラザニュース韓国語版より

～県国際交流員 キム・ミンジン さん～

宮崎に来て1年になったことを記念して一人旅をすることを決めました。
今より少し 若かっ た頃、一人で 旅行をしたこ とがあります。正直 に楽しいというより、きつくて寂 しい時間でし
た。8ヵ月暮らしていた東京から離れて、初めて九州に行きましたが、言葉も違って、風景も違って…自分が思っ
ていた日本（基準は東京）と違いすぎて、緊張の連続でした。「もし旅行の途中で疲れたらいつでも帰ろう」とい
う気持ちでしたが、疲れた自分を励ましながら予定していた２週間旅をやり遂げました。家族や友達のことを考え
たり、過去の自分を反省したり、観光より自分との戦いに近い旅だったと思います。今回もまた、宮崎で過ごした
１年間、怠惰になっている自分を反省するために旅してきます！
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。

