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●外国人のための日本語れんしゅう会●
※事前申込不要・参加費無料
日本人ボランティアの方たちと一緒に、会話や日常生
活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
●国際化推進事業費補助金制度●
県内の団体などが国際交流事業を行う場合、次の条件
により協会より事業費の一部を補助します。
◇対象事業：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
参加できる事業又は一般県民への波及効果があるもの
◇対象経費：上記事業の実施に必要な経費
(団体運営費は除く)
◇補助金：事業費の２分の１以内(限度額20万円)

●ワーキング・ホリデー説明会●
※参加費無料

(社)日本ワーキング・ホリデー協会から講師を招き、各国の
情報や渡航準備についての説明会を開催します。体験帰国
者の体験談もあります。是非ご参加ください。
◇日時：7月4日（土） 14:00～16:00（受付13:30～）
◇場所：カリーノ宮崎8階 多目的室A
◇対象：18歳～30歳の方
◇定員：50名

※先着順

●ひとりひとりの国際協力●
財)宮崎県国際交流協会では、世界各地で貧困解消や
伝染病の撲滅、環境破壊から地球を守るための活動をお
こなっている民間国際援助団体(NGO)の活動を支援する
ため下記のものを収集しています。宮崎県国際プラザま
でお持ち頂くか、郵送でお送りください。
(

① 書き損じハガキ ② 使用済み切手
③ 使用済みプリペイドカード

※切手の送り方の注意：切手の周囲約 5ミリの余白を
残して切り取ってください。傷のある切手は収集対象外です。

●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を募集しています。
②国際理解講座 講師募集
あなたの母国の文化や習慣などを宮崎県民の方に紹介
してみませんか。
お気軽にお問い合わせください。
●宮崎大学教育文化学部政治学研究室 主催
「世界を知る」シリーズVol.9
※入場無料、参加申込み不要
国際協力推進員・中西真伊子氏が、青年海外協力隊に
参加するまでの経緯から、派遣先タンザニアでの活動内
容まで自らの体験をもとにお話します。お気軽にご参加
ください。
「世界が変わる・私が変わる
ーJICAボランティア：青年海外協力隊 体験談ー」

◇日時：7月1日（水）13:00～14:30
◇場所：宮崎大学教育文化学部講義棟 L202
※氏名、連絡先、渡航希望国、知りたい情報をお知らせ ◇問い合わせ：
JICA宮崎デスク(中西)
ください。
Tel:0985-32-8457
◇電話受付時間：火曜～土曜日(9:00～19:00)
Email:jicadpd-desk-miyazakiken@jica.go.jp
◇申込み・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会
◆◇◆賛助会員募集◆◇◆ 会費（年額）：個人1口 2,000円 / 団体1口 10,000円
◇講師：(社)日本ワーキング・ホリデー協会
◇申込み方法：電話・Fax・Emailにて。

(財)宮崎県国際交流協会では、協会の活動を支援・協力してくださる賛助会員を募集しています。
♠ 「国際プラザニュース」(毎月･4カ国語版)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)
協会主催の各種講座や 国際交流・国際協力に
♠ 世界各国基準対応ビデオ機器の使用
県内の国際交流に関する 関する、身近な話題や
(会員の方は無料、非会員は500円)
イベントなどを載せた 情報を載せたカラー版
♠ 協会が発行する印刷物の提供
情報紙
機関誌
♠ 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)

●ブラジル宮崎県人会創立60周年記念式典
訪問団員募集●
在ブラジル宮崎県人会の創立60周年、並びに宮崎県人ブ
ラジル移住95周年を祝って、今年8月23日(日)にブラジル・サ
ンパウロ市において、盛大な記念式典が開催されます。今日
を築き上げた移住者の方々に敬意を表すとともに、両国の友
好親善をさらに深めていただくため、訪問団員を募集します。
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◇問い合わせ先：
株式会社農協観光宮崎支店 Tel:0985-31-2261
宮交観光 宮崎交通株式会社 Tel:0985-53-2323
●JICA国際協力中学校・高校生
エッセイコンテスト２００９●
テーマ：行動～地球と私のためにできること～

※詳しい日程は下記までお問い合わせください。
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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など題は自由です。入賞者
には、副賞として海外研修旅行が授与されます。
◇募集期間：6月17日(水)～9月10日(木) *当日消印有効

◇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「JICA国際協力中学生・
高校生エッセイコンテスト2009」係
※JICAデスク宮崎から募集要項をお送りできます。
JICA宮崎デスク(中西) Tel:0985-32-8457

＜各市町村等からのお知らせ＞

●外国人のための日本語れんしゅう会●
※要事前申込み ※無料
会話や日常生活で使う表現など日本語を練習したい
方、日本語レベルアップのために勉強をしたい方のため
の日本語れんしゅう会です。
◇日時：7/10(金)、 7/17(金)、 7/24(金)、 7/31(金)
18:30～19:30
◇場所：宮崎市民プラザ(中会議室・小会議室)
◇申込み・問い合わせ：宮崎市国際交流協会
(担当：ミョン・ジソン)
宮崎市主催

Tel:0985-21-1714 Fax:0985-22-0200
Email:miyazaki-mcia@miyazaki-catv.ne.jp

●外国人のための日本語れんしゅう会●
※無料
◇日時：毎週月曜日、木曜日の週2回
10:30～12:00 ※第3月曜日を除く
◇場所：延岡市社会教育センター
◇問い合わせ：延岡市国際交流推進室
延岡市主催

Tel:0982-22-7006

●ランチ＆シンプル英会話●
※参加無料、申込み不要
国際交流員のメルさんとランチを食べながら、簡単な英会
話を楽しみませんか。お弁当をお持ちください。
◇日時：7月21日（火）

11：30～13：00

◇問い合わせ：延岡市国際交流推進室
◇場所：延岡市社会教育センター

Tel:0982-22-7006

Email:jicadpd-desk-miyazakiken@jica.go.jp

●バングラデシュ スタディツアー２００９
スタディツアー２００９●
２００９●
県内に本部を置くNGOアジア砒素ネットワークの活動現場を訪ねるスタディツアーが開催されます。
国際協力はどうあるべきか、NGOの役割は何か、私たち一人一人になにができるのか考えてみませんか。
◇期間：8/18(火)～8/27(木)
◇申込期限：7月13日(月)

10日間

※福岡空港発着

◇ツアー料金：219,000円

◇申込み・問い合わせ：株式会社マイチケット

Tel:06-4869-3444

※アジア砒素ネットワークの会員を対象としたツアーのため、非会員の方は、申込み時に会員登録が必要です。

◇活動内容についてのお問い合わせ：NPO法人アジア砒素ネットワーク
Tel:0985-20-2201

♪プラザニュース 韓国語版より

URL:www.asia-arsenic.jp

～県国際交流員 キム ミンジンさん～

最近の話ですが、ある日、朝から空が曇っていて「午後は雨が降りそうだな～」と思って折りたたみ傘を持っ
て自転車で出勤することにしました。職場に向かって自転車をこいでいる途中、にわか雨が降って来ましたが、
服がぬれるほどではないし、時間もなかったのでそのまま自転車で走りました。その時、目の前にある道路から
何か白い煙みたいなものが見えました。「あれは何だろう？」と思いながらも走り続けて 10秒後…自分の髪の
毛、バッグ、洋服、靴がびしょ濡れになってしまいました。向こうから豪雨が私に向かって突進してきたのが煙
のように見えていたのです！驚いて「数秒でこんな豪雨になるなんてあり得る？！」と思いました。
考えてみれば、確かに15年前、自分が小学生の頃、このような豪雨に遭ったことがあります。向こうで歩いて
いた人たちがいきなり走り出して、「何で走るんだろう？」と思った瞬間、体全体がびしょ濡れになっていた記
憶。でも、当時の小学生にはこの経験が不思議で面白かったので、家まで楽しく走って行って、シャワーを浴び
て雨を見ながらごろごろしていたという、微笑ましい結末になりました。しかし、大人になったら話は反対にな
りますね。午前中は年休を取ることにして家に戻り、「今日はついていない！」とぶつぶつ文句をいっていまし
た。大人の辛さをしみじみ感じた1日でした。
国際プラザでは
国際プラザでは留学
プラザでは留学・ワーキングホリデー
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。

