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●宮崎県国際プラザ休館日のお知らせ
2010年4月29日(木)は、祝日のため休館します。

●チリ大地震被害への
支援金募金箱の設置について
2010年２月27日にチリで発生した地震と津波により、甚大
な被害が発生しています。この地震と津波の被災地における

●外国人のための日本語れんしゅう会
日本人ボランティアと日本語を練習しませんか。

◇日時：4/2(金)、4/6(火)、4/9(金)、4/13(火)、
4/20(火)、4/27(火)

10:30～11:30

救援活動等を支援するため、当協会では支援金の募金箱を

◇場所：宮崎県国際プラザ（カリーノ宮崎8階）

設置することとしました。皆様方のあたたかい御協力をお願

◇問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会

いいたします。
※当協会からの駐車券の発行はありません。お近くの有料
駐車場をご利用ください。
◇設置場所：宮崎県国際プラザ
（宮 崎 市 橘 通 東 ４ - ８ - １

カ リ ー ノ 宮 崎 ８ 階）

◇設置期間：平成22年4月28日(水)まで
※日・月・祝日を除く、午前10時から午後７時まで
◇被災国への送金方法：日本赤十字社宮崎県支部を通じて
送金します。
◇問い合わせ：(財)宮崎県国際交流協会

●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
い方は是非ご参加ください。
◇日

時：4月23日(金)～7月20日(火)

◇場

所：カリーノ宮崎8階

◇対

象：初めて日本語を学ぶ方、

10:10～12:00

全25回

毎週火曜日・金曜日

※5/4（火）は休み

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)

◇申込方法：所定の申込用紙に記入し、郵送またはFax
◇申込み・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会

●宮崎県国際プラザ内の図書コーナー

宮崎県国際プラザのコーナーには、以下のような書籍
や雑誌などが揃っています。県内在住の方は、どなたで
もご利用頂けます。
ぜひ宮崎県国際プラザにお立ち寄りください。
・新聞：(THE DAILY YOMIURI、PINOY GAZETTE、
BANGKOK TIMES)
・雑誌：(日本語ジャーナル、留学ジャーナル、
Hiragana Times、Newsweek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)
・日本語学習に関するテキストやビデオ、
CDやテープ等の教材
・国際理解や国際協力に関する本や資料
・留学やワーキングホリデーに関する本
・語学学習の本や問題集
(英語・中国語・韓国語・スペイン語など)

●JICAボランティア春募集「体験談＆説明会」

※参加無料・予約不要・入退場自由

《募集受付期間：4/1(木)～5/17(月)》
平成22年度春募集では、青年海外協力隊、シニア海外ボラ
ンティアの募集が行われます。春募集に併せて、下記のとおり
体験談と説明会が開催されます。興味のある方は、お気軽に

※先着順

●外国人のための日本語講座（初心者向け）

■青年海外協力隊

日本語を勉強したい人のための講座です。
◇開催期間：5/7（金）～7/30(金)
全23回

13:30～15:30

毎週火・金曜日

※6/15（火）、6/18（金）はお休み
◇場所：都城市中央公民館
◇受講料：1000円(テキスト・資料代)
◇定員：15名

《満20歳～満39歳までの日本国籍を持つ方が対象》

◇日時・場所：
①4/10(土)

19:00～

宮崎市民プラザ4階

大会議室

②4/22（木） 19:00～

宮崎市民プラザ4階

中会議室

■シニア海外ボランティア
《満40歳～満69歳までの日本国籍を持つ方が対象》

◇日時・場所：

◇問い合わせ：都城国際交流協会(市生活文化課内)
Tel:0986-23-2295

ご参加ください。

Fax:0986-23-3223

Email:mia@city.miyakonojo.miyazaki.jp

4/22（木） 18:30～

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宮崎デスク（中西）

Tel:0985-32-8457

◆◇◆賛助会員募集◆◇◆

会費（年額）：個人1口 2,000円 / 団体1口 10,000円
(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
♠ 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)

●日本語ボランティア養成講座
※無料 ※先着順
外国人に日本語を 教え るための基礎 的 な講座を開催しま
す。外国語の語学力は問いません。
◇日時：5/7～7/30の毎週金曜日

全12回

※6/18は休み
◇時間：10:00～11:30
◇場所：都城市中央公民館
◇対象 者 ：外国人に日本語を 指導 することに興味のある人
（講座 終了 後は、日本語ボランティアとして外国人の日本語
学習の支援をお願いする予定です。）
◇定員：10名
◇講師：新居崎満枝氏（日本語教師連盟）
◇申込み・問い合わせ：都城国際交流協会(市生活文化課内)

●外国人ボランティア募集
協会の事業にご協力頂けるボランティアを募集していま

Fax:0986-23-3223
Email:intl@city.miyakonojo.miyazaki.jp

Tel:0986-23-2295

す。興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
①

国際ふれあいチャットボランティア

②

国際理解講座講師

●日本語サロン

※無料 ※要申込み

（英語・中国語・韓国語）

日本人ボランティアと楽しく日本語を勉強しませんか。

◇問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会

◇日時：4/2、4/9、4/16、4/23、4/30
毎週金曜日

10:30～12:00

※5月、６月、7月はお休み

◇場所：都城市コミュニティーセンター

【市町村等からのお
市町村等からのお知
からのお知らせ】
らせ】

◇問い合わせ：都城国際交流協会(市生活文化課内)
Tel:0986-23-2295

※無料、要申込み

●外国人のための日本語れんしゅう会
◇日時：4/2、4/9、4/16、4/23
18:30～19:30

※金曜日

◇場所：宮崎市民プラザ

中会議室等

◇申込み方法：所定の申込書を郵送、メールまたはファックス
にて宮崎市国際交流協会までお送りください。
◇問い合わせ：宮崎市国際交流協会

〒880-8505

宮崎市橘通西1-1-1

宮崎市国際交流協会事務局まで
Tel:0985-21-1719 Fax:0985-21-1733

Email:miyazaki-mcia@miyazaki-catv.ne.jp

Fax:0986-23-3223

Email:mia@city.miyakonojo.miyazaki.jp

600年の歴史を誇る

●

台湾崑劇と共に

南から北へ桜前線民謡の旅
◇日時：4月25日(日）
開場 9:30

開演10:00

◇場所：宮崎市民プラザ

オルブライトホール
◇入場料:2,000円(小学生:1,000円)
◇問い合わせ：(財)日本民謡協会宮崎はまゆう支部
Tel:0985-60-0676

♪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～
みなさん、こんにちは。国際交流員のキムミンジンです。
私が宮崎でのんびり過ごして２年、いよいよ４月２日に我が国！韓国に帰ることになりました。普通
の人だったら２年間があっという間だったとか、２年間がとても長かったとかの表現をすると思います
が、センスのない私ですので、２年間は本当にちょうど２年ぐらいの長さだったと思います。考えてみ
れば、２年の間、他の人にはなかなかできない経験をたくさんさせてもらいましたが、自分の貧しい記
憶力では全部覚えられなくて、とても残念です。でも、韓国で生活していると少しずつ「あ、これは宮
崎でこうしてたのに…」と思い出すでしょう。
私は帰国しても、伊勢えびと手羽ぎょうざを食べにまた戻ってくると思うので、あまりさびしくない
ですね。私にとって、日本、特に九州はとても近いところですので。
そういうことで、私はしばらく宮崎を離れますが、戻ってきたら遊んでください。それでは行ってき
ます。
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
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に
図書コーナーに備
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。

