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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
宮崎県国際プラザ休館日
プラザ休館日のお
休館日のお知
のお知らせ

●国際ふれあいチャット
国際ふれあいチャット《
ふれあいチャット《英語編》
英語編》

※参加無料・
参加無料・要申込み・
要申込み・賛助会員優先
み・賛助会員優先

2011年５月３日(火)、４日（水）、５日（木）は、
祝日のため宮崎県国際プラザは閉館します。

◇日時：5/27、6/3、6/10、6/17、6/24
13:00～14:00

全5回

毎週金曜日

◇対象者：英語学習者で、普段話す機会の少ない方
◇場所：宮崎県国際プラザ（カリーノ宮崎8階）

●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

※要申込み
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
催しています。日本語があまり話せず、日本語を習う機会の

◇定員：20名(先着順)
◇申込み方法：名前、連絡先を電話、FaxまたはEmailに
て(財)宮崎県国際交流協会までお申し込みくだ
さい。賛助会員様のお申し込みは5/18(水）締め

少ない方は是非ご参加ください。初めて日本語を学ぶ方も
大歓迎です！
◇日

時：4/12(火)～7/15(金)
10:10～12:00

切りで、5/19（木）より非会員の方の申込みを受け

毎週火曜日・金曜日

全25回

※5/3（火）、5/6(金)はお休み

付けます。
◇申込み・問い合わせ：(財)宮崎県国際交流協会

◇場

所：カリーノ宮崎8階

◇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

●ワーキング・ホリデー説明会
ワーキング・ホリデー説明会

◇受講料：1,000円

※参加無料

◇申込方法：所定の申込用紙に記入し、

ワーキング・ホリデー制度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

郵送またはFaxにてお申し込みください。
◇申込み・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会

ご参加ください。
◇日時：7月2日（土） 13:30～16:30（受付13:15～）
◇場所：宮崎市民プラザ4階

大会議室

◇対象：18歳～30歳の方

●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

※事前申込み
事前申込み不要・
不要・参加無料

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

◇定員：50名（先着順）

ウィングジャパン留学センター
浜砂 順一郎 氏

現などの日本語を練習したい方、お気軽にご参加ください。

◇講師：

◇日

時：5/10(火)、5/17(火)、5/24(火)、5/31(火)

～

10:30

◇申込み方法：電話・Fax・Emailにて

①氏名②連絡先③渡航希望国④知りたい情報
についてお知らせください。
◇電話受付時間:火曜～土曜日(10:00～19:00)
◇申込み・問い合わせ:(財)宮崎県国際交流協会

当日ワーキング・ホリデー
当日ワーキング・ホリデー体験談
ワーキング・ホリデー体験談をお
体験談をお話
をお話ししてくだ
さる方
さる方、アンケートに協力
アンケートに協力してくださる
協力してくださる方
してくださる方を募集し
募集し
ています。
ています。当協会まで
当協会まで、
まで、是非ご
是非ご連絡ください
連絡ください。
ください。

所：(火曜日)カリーノ宮崎8階宮崎県国際プラザ、
多目的室A
(金曜日)カリーノ宮崎8階

◇問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会

パネルディスカッション、フリーマーケット、フードコーナーがあります。
12:00～17:00

＊雨天決行
他

◇申込み・問い合わせ：宮崎青年会議所
Ｔｅｌ:0985-28-2522

Fax:0985-28-2466

宮崎県国際プラザ、

カリーノ宮崎9階

◎手をつなごう！
をつなごう！宮崎国際交流フェスティバル
宮崎国際交流フェスティバル

◇場所：山形屋四季ふれあいモール

10:10～11:00

※5/3（火）、5/6(金)はお休み
◇場

《宮崎青年会議所》

◇日時：5月15日（日）

11:30

5/13(金)、5/20(金)、5/27(金)

会も
交流協
際
国
す！
宮崎県
出しま
を
ス
い。
ブー
くださ
し
越
す！
ぜひお
おりま
て
し
お待ち

JICAからのお
JICAからのお知
からのお知らせ
●JICAボランティア春募集
《募集受付期間：5/2(月)～6/13(月)》
震災の影響で延期しておりました平成23年度JICA

ボランティア 春募集 が 始 まり、下 記のとおり体験談と説
明会が開催されます。

●離任します ＜中西 真伊子さん＞
「こんにちは。JICA宮崎デスクの中西です！」と挨拶で

き る のも、4月までとなりました。一人ででき るこ とは少な
い で す が、ア イ デ ア と 人 脈 で 人 や 世 界 を つ な ぐ の が
JICA宮崎デスク国際協力推進員です。これからも、引き
続 き JICA宮崎デス ク をご活用ください。ありがとうご ざ い

●協力隊ナビ
協力隊ナビ＠
ナビ＠Cafe (JICAボランティア
JICAボランティア相談会
ボランティア相談会）
相談会）
◇日時： 5/21（土） 18:00～20:00
◇場所： イオンモール内

Gloria Jean’s COFFEES

◇問い合わせ：(財)宮崎県国際交流協会内
JICA宮崎デスク（﨑田）

Tel:0985-32-8457

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

●着任しました ＜﨑田 佳予子さん＞

ました。

4月1日よりJICA宮崎県推進員として着任致しました
﨑田佳予子と申します。2008年6月～2010年6月、インド

ネシアにて栄養失調児のケアに 携わり帰国致しました。
JICAボランティアに参加したいなど国際ボランティアに
関して興味がある方はお気軽にお尋ねくださいね。

《宮崎市》

《えびの市》

◎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
※無料、
無料、要申込み
要申込み

◎えびのライブコンサート

◇日時：5/6、 5/13、 5/20、5/27

◇日時：5/21(土）

毎週金曜日

南米フォルクローレのライブコンサートです。

開場

18:30

19:00 開演

◇場所：えびの市国際交流センター

18:30～19:30

◇チケット: 前売り 1,500円

◇場所：宮崎市民プラザ3階
市民活動支援センター

会議コーナー

◇申込み方法：所定の申込書を郵送、Emailまたは
Faxにて宮崎市国際交流協会までお送りください。

当日券 2,000円

◇出演者：Wayno（ウエイノ）
◇申込み・問い合わせ：えびの市国際交流センター
Tel:0984-35-3211

Fax:0984-35-3215

◇申込み・問い合わせ：宮崎市国際交流協会
Tel：0985-21-1719

Fax：0985-21-1733

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

《日南市》

世界のビールを味わいながら世界各国のトリビアな

問題に挑戦してみませんか？
◇日時: 5月28日（土）

◇定員：60名

～

18:00

20:30

油津赤レンガ館

（先着順）

◇受講料：2,500円

（ビール2本、軽食込み）

◇申込み・問い合わせ：日南市総務課
国際交流員

◎初級日本語講座 ※無料、
無料、要申込み
要申込み
日本語を 勉強 したい人のための講座が開催されていま

◎世界のビール
世界のビール＆
のビール＆トリビアナイト
※２０歳以上対象
２０歳以上対象、
歳以上対象、要申込み
要申込み

◇場所：日南市

《都城市》

ローラ・サンディン

Ｔｅｌ:0987-31-1113

す。興味のある方は、是非ご参加ください。
◇日時：4/19(火）～7/22(金)

13:30～15:00

※4/19(火)～5/13(金)は13:30～16:30
毎週火・金曜日

※6/3（金）～6/14（火）はお休み

◇場所：都城市中央公民館
◇受講料：無料
◇申込み方法：所定の申込書を郵送、FaxまたはEmailに
てお送りください。
◇申込み・問い合わせ：都城市生活文化課国際化担当
Tel:0986-23-2295

Fax:0986-23-3223

Email:intl@city.miyakonojo.miyazaki.jp

Fax:0987-23-1853

♪プラザニュース 英語版より

県国際交流員ポール・リチャーズさん

orld
Waltzing Around the W

今日は、お給料日の二日前で、今月の送別会、送金、また別の送別会、ゴールデンウィークのためのホテル予約、
そして歓迎会のため支出が多く、自己財源への被害に直面しています。こういう時、私は自動的に貯金したお金「硬
貨」を使うしかありません。（解説：硬貨はあまり使わないから貯まります→自動的な貯金みたいなものですね。）普段
私は硬貨をアパートの奥の部屋にある小さいバスケットの中にノンビリさせてあげていますが、こういう非常時には硬
貨だけで生活し、アパートに最も近い、Qoo（あのおいしいジュース）を1.5リットル単位で販売する自動販売機に、10

円玉30個を入れ込む等の非常手段をとるしかないです。アメリカの小銭はあまり価値がないので、だいぶ価値のある
日本の500円玉でも、同じように価値がないと思ってしまいます。しかし、こういうお金のない時、茶色い
硬貨の海の中でキラキラしている銀や金色の硬貨を見つけることにより、生活の質がかなりよくなりま

す。日本でも、「ワンコイン・バー」は、「500円バー」よりお得だと感じる方が多いようです。

国際プラザでは留学・ワーキングホリデー等に関する書籍を用意しています。
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。

