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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
国際ふれあいチャット《英語編》

英語でおしゃべりを楽しみませんか。
◇日 時：10/14、10/21、10/28、11/4、11/11 全5回
毎週金曜日 13:00～14:00
◇場 所：宮崎県国際プラザ（カリーノ宮崎8階）
◇申込み方法：
名前、電話番号、住所を電話、FaxまたはEmailにてお
申し込みください。
◇申込み締切：賛助会員—10/7（金）まで
非会員—10/8（土）から
◇申込み・問い合わせ：(財)宮崎県国際交流協会
※参加無料・要申込み・賛助会員優先

日本語ふれあいスピーチコンテスト
出場者募集

テーマ：「わたしと○○」
◇日 時：12月10日（土） 13:00～
◇場 所：カリーノ宮崎８階
◇参加資格：次の条件の両方に該当する方
①県内在住の18歳以上の外国人（留学生も含む）であ
ること。
②母語が日本語以外であること
◇表彰：上位３名に賞状及び賞品を授与します。
また、参加者全員に参加賞を贈呈します。
◇定 員：10名
◇申込み締切：11月26日（土）必着
※定員になり次第、締切り。
◇申込み方法：
所定の申込書をご記入のうえ、郵送、FaxまたはEmail
(manager@mif.or.jp)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

第６回アートフェスティバル「外国人が見た宮崎」
作品募集

テーマ：「わたしと宮崎」
◇応募資格：原則として宮崎県に住んでいる外国人
◇部 門：写真、絵画、書道、手工芸・その他
写真はデータ可、宮崎県内で撮影したものに限る
（データの場合、協会で最大A4にカラー印刷する）
◇出品点数：各部門とも１人３点以内
◇サイズ：50cm×50cm以内
※ただし、写真や絵画の作品で、サイズがA4を超える場合
は、額縁も準備すること（ガラス張りは受け付けない）
◇応募方法：郵送、持参、またはE-mail
申込用紙に氏名(フリガナ)・出身国・職業・連絡先・作品名
・素材・作品の説明文(50語以内)・応募部門等を記入し、
作品に添付して応募する
郵送の場合 - （財）宮崎県国際交流協会に送る
持参の場合 - 下記の機関に持参する
①(財)宮崎県国際交流協会 ②延岡市国際交流推進室
（延岡市役所２階） ③日南市総務課（日南市役所２階）
④都城市国際交流協会（都城市役所２階）
⑤宮崎大学グローバルサポートオフィス
◇展示期間：12/7（水）～12/11（日）10:00～19:00
（最終日は15:00まで）
◇展示場所：カリーノ宮崎８階
※宮崎市での展示後、県内各地で巡回展示を予定
◇表 彰：
作品展の期間中に、各部門受賞者の発表と表彰式を行う
来場者の投票により選ばれた各部門の上位入賞者に、
賞品と賞状を贈る
◇応募締切：11月5日(土)
※締切日に間に合わない場合、前もって連絡すること
◇応募・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会

在住外国人支援事業費補助金制度のご案内

県内の団体が、在住外国人の生活を支援する事業を
行う場合、次の条件に従い協会よりその事業費を補助し
ます。
◇対象事業：団体が実施する県内在住外国人の生活を
支援することを目的とした事業
◇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：事業費全額(限度額50万円)
外国人のための日本語れんしゅう会

◇日 時：毎週火曜日・金曜日 10:30～11:30
10/4、10/7、10/11、10/14、10/18、10/21、
10/25、10/28
◇場 所：宮崎県国際プラザ前、多目的室A
◇問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会
※事前申込み不要・参加無料

みやざきふれあいグローバルウィークの
お知らせ

(財)宮崎県国際交流協会では、「みやざきふれあいグ
ローバルウィーク」を下記の日程で開催します。ぜひお
越しください。※詳細は来月のプラザニュース、または当
協会のホームページをご覧ください。
◇日 時：12月7日（水）～11日（日）
◇場 所：カリーノ宮崎８F
◇イベント内容：アートフェスティバル、日本語ふれあい
スピーチコンテスト、国際理解講座、
各国紹介ブース等
◇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(初心者向け)in延岡
市町村からのお知らせ

◇開催期間：9/2(金)～12/16(金) 毎週火曜日・金曜日
10:45～12:15 【全30回】
◇場 所：延岡市社会教育センター
◇受講料：1,000円
◇申込み・問い合わせ：
（財）宮崎県国際交流協会
又は、延岡市国際交流推進室
Tel：0982-22-7006
※要申込み

外国人のための日本語講座(初級)

◇開催期間：9/13(火)～12/9(金) 毎週火曜日・金曜日
10:10～12:00 【全25回】
◇場 所：カリーノ宮崎8階 多目的室Ｂ
◇受講料：1,000円
◇申込み・問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会
※要申込み

JICAからのお知らせ
JICAボランティア秋募集＆説明会※参加無料・予約不要
※募集期間：10月１日(土)～11月7日(月)

平成2３年度JICAボランティア秋募集に併せて、県内で
説明会が開催されます。お気軽にご参加ください。
◆青年海外協力隊・日系社会青年ボランティア◆
日 時 10/10(月・祝) 14:00
場 所 宮崎市民プラザ4階 中会議室
◆シニア海外ボランティア・日系社会青年ボランティア◆
日 時 10/10(月・祝) 14:00
場 所 宮崎市民プラザ4階 小会議室
宮崎から世界へ・国際協力展2011

日 時 10月29日(土) 10:00～22:00
30日(日) 10:00～18:00
場 所 イオンモール宮崎 サテライトスタジオ前
＜問い合わせ先＞
JICA宮崎デスク (﨑田 佳予子)
(財)宮崎県国際交流協会内 Tel: 0985-32-8457
Email: jicadpd-desk-miyazakiken@jica.go.jp
URL: http:www.jica.go.jp/
♪プラザニュース 中国語版より

宮崎市

■ドイツまなび塾
ドイツまなび塾 ※有料、
有料、要申込み
要申込み
◇日 時：9/28～10/19 毎週水曜日 19:00～21:00
◇場 所：中央公民館 大研修室
■国際交流フェスティバル
国際交流フェスティバル※
フェスティバル※無料
◇日 時：10月9日(日) 13:30～17:00
◇場 所：橘公園市民プラザ前
■中国語通訳ボランティア
中国語通訳ボランティア研修会
ボランティア研修会 ※有料、
有料、要申込み
要申込み
◇日 時：10/12～12/7 毎週水曜日 10:00～11:30
◇場 所：中央公民館 中研修室
◇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
延岡市

■アフタヌーンティー＆英会話
※無料、申込み不要、ランチ持参
◇日 時：10月13日（木） 11:30～13:00
◇会 場：延岡市社会教育センター
◇申込み・問い合わせ：
延岡市国際交流推進室 Tel：0982-22-7006
えびの市
えびの市

■ハロウィーンパーティー ※有料、要申込み
◇日 時：10月29日(土) 17:30～20:30
◇場 所：えびの市国際交流センター
◇対象者：えびの市内の小学校3、4、5、6年生
◇講 師：えびの・小林・都城市のALT
◇イベント内容：ゲームと仮装コンテスト
◇申込み・問い合わせ：
えびの市国際交流センターTel:0984-35-3211

宮崎市清武町

■ハロウィーンパーティー ※有料、要申込み
◇日 時：10月30日（日） 14:00～16:00
◇場 所：きよたけ児童文化センター2階とその周辺
◇イベント内容：パレード、ゲーム、仮装コンテスト
◇申込み・問い合わせ：清武町国際交流協会
Tel & Fax: 0985-69-9196
第1・3金曜日のみ

(火・金

10:00～15:00

10:00～12:00)

E-mail: rikakubota@miyazaki-catv.ne.jp

県国際交流員 武 海峰 さん

｢福岡の中国物産店との出会い｣
～風たちぬ！～
たちぬ！～
九州で、本場中国の調味料、及び平日に食べたいものを現地価格に近い価格で販売する中国物産店を見つけ
たことは、私にしばらく興奮をもたらしました。この話題のきっかけは福岡に行った時、友達に福岡の中国物
産店へ連れて行ってもらったことです。店はそれほど広くないですが、あるべき調味料、食品は揃っていま
す。そして価格も合理的で、国内のどこのスーパーでも販売されているわけではないものもあり、非常に便利
だという印象を受けました。
中国の東北料理屋にも連れていってもらい、その味と量は正真正銘、中国人が中国の調味料
を使って作った料理と食べた瞬間にすぐ分かります。聞いたところ、福岡では幾つかの中国
物産店が点在し、販売対象は中国料理店と一般の中国人になります。予約注文なら通常販売
していないお酒や月餅、肉の加工品も手に入るといいます。福岡には本場中国の料理屋と
物産を販売する店舗があるから本当に便利ですね。多くの中国人のホームシックの気持ち
を少しでも減らしているのではないかと思います。

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。

