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公益財団法人への移行のお知らせ

平成 年

当協会は、国の公益法人制度改革に伴い、

24

宮崎県国際プラザ内の図書コーナー
4月

宮崎県国際プラザの図書コーナーには、以下のような書

から公益財団法人に移行し、「公益財団法人宮崎県国際交

籍や雑誌などが揃っています。県内在住の方は、どなたで

流協会」として新しいスタートを切ることとなります。

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

これからも、皆様方の変わらぬご支援、ご協力をお願いし

ださい。

ます。
・新聞：THE DAILY YOMIURI、PINOY GAZETTE、
BANGKOK TIMES、ニッケイ新聞

外国人のための日本語講座・初級

・雑誌：日本語ジャーナル、留学ジャーナル、

※要申込み
県内在住の外国人の方を対象に日本語の

催します。是非ご参加ください。

初級講座を開

◇日時：4/10(火)～7/10(火)
毎週火曜日・木曜日 10:10～12:00 全25回
※5/1（火）、5/3(木)は休み
◇場所：カリーノ宮崎8階 多目的室Ｂ
◇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
◇申込方法：所定の申込用紙に記入し、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

外国人のための日本語れんしゅう会

Hiragana Times、Newsweekなど
・各国の旅行ガイド本や地図
・外国語書籍：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

リ
問題集：英語・中国語・韓国語・

・留学やワーキングホ デーに関する本
・語学学習の本や

スペイン語など

※１人本２冊、ＣＤ/
※１人本２冊、ＣＤ/ＤＶＤ２品、２週間貸出可能。

平成 年

在住外国人の方々へお知らせ
24

７月9日から外国人登録法が廃止になり、新し

※事前申込み不要・参加無料
日本語ボランティアの方たちと、会話や日常生活で使う表
現 などの 日 本語を 練 習したい 方、お 気軽 に ご参 加 くだ さ

い在留管理制度が導入されます。新しい制度では、外国

い。

の在留資格を持つ方へは、既存の外国人登録証明書に

◇日時：毎週水曜日・金曜日 10:30～11:30
◇場所：カリーノ宮崎８階 多目的室A
◇問い合わせ：（財）宮崎県国際交流協会

代わり、「在留カード」が交付されます。新しい制度につい

「外国人のための日本語講座・初級」および
「外国人のための日本語れんしゅう会」の開催日が
変わります

平成 年 月から「外国人のための日本語講座・初
級」と「外国人のための日本語れんしゅう会」の開催
日が変わります。
24

4

《外国人のための日本語講座・初級》
10:10～12:00

火曜日・金曜日→火曜日・木曜日

《日本語れんしゅう会》
火曜日・金曜日→水曜日・金曜日
10:30～11:30

人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、中長期間

て 詳 し く 知 り た い 方 は、下 記 の ホ ー ム ペ ー ジ、総 務 省 の
コールセンター、または当協会に置いてあるパンフレットを
参照してください。

・総務省 ～住民基本台帳制度について～
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/cgyousei/pdf/jpn_page.pdf

・法務省 ～新しい在留管理制度について～
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

・総務省 外国人住民基本台帳電話相談窓口
電話番号：0570-066-630
時間：8：30～17：30
対応言語：日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・
ポルトガル語

《宮崎市》
宮崎市》

■日本語ボランティア研修会
～ちゃんと伝わる日本語実践講座（中級編）～

協会賛助会員募集

（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随時募集しております。
◇日時：4/18(水)、4/25(水)、5/11(金)、5/16(水）
18:30～20:00 全4回
会費（年額）：個人 一口 2,000円 ･ 団体 一口 10,000円
◇場所：宮崎市 宮崎市民プラザ ４階 大会議室
◇対象：日本語ボランティアの活動をしている方、
または日本語ボランティアに興味のある方
協力隊ナビの開催および
◇定員：30名（先着順）
◇参加費： 一般 2，000円 会員 1，000円
JICAボランティア春募集のお知らせ
◇講師：志學館大学 非常勤講師 田中 利砂子氏
●体験談・説明会
青年海外協力隊、シニア海外ボランティアなどJICAボラ
ンティアに興味がある方、協力隊OB・OGの体験談を聞きた
い方は是非お越しください。
皆で楽しく日本の料理を作って、お互いの交流を深めま
◇日時：４月１５日（日） 14：00～
しょう！
◇場所：宮崎市 宮崎市民プラザ ４階
◇日時：４月２２日（日） 10:00～13:30
青年海外協力隊 - 大会議室
◇場所：宮崎市 宮崎市青少年プラザ ３階 調理室
シニア海外ボランティア - 学習室
◇対象：宮崎市在住外国人・留学生
◇メニュー：チキン南蛮、味噌汁、里芋の甘辛煮
●応募資格
◇講師：井野 多加子 氏
◇JICA青年海外協力隊：
◇定員：20名（先着順）
満20歳から満39歳までの日本国籍を持つ方
◇参加費：500円
◇シニア海外ボランティア：
◇申込み・問い合わせ：宮崎市国際交流協会
満40歳から満69歳までの日本国籍を持つ方
Tel：0985-21-1719 Fax：0985-21-1733
［いずれも平成２４年５月１４日現在］
E-mail：miyazaki-mcia@miyazaki-catv.ne.jp
◇募集期間：４月１日（日）～５月１４日（月）
◇問い合わせ先：
《都城市》
都城市》
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
日本語の初級講座が開催されます。外国籍の方対象。
URL: http:www.jica.go.jp/
◇日時：5/12～11/24 毎週土曜日 19:00～20:30
※6/9（土）、8月は休み。
◇場所
：都城市総合文化ホール (都城市北原町1106-100)
市町村からのお知らせ
◇参加料：無料
◇定員：10名（下記の方を優先）
①都城市在住
《延岡市》
延岡市》
②職場などでほかに日本語を勉強する機会がないこと
③今までに都城市が主催する日本語講座を受講してい

■在住外国人のための料理教室
～日本の家庭料理作りにチャレンジ～

■日本語講座（初級）

■アフタヌーンティー＆英会話
※無料、申込み不要、ランチ持参

ないこと

員のティファニーさんとランチを食べながら英会
話を楽しみましょう。
◇日時：４月１１日（水） 11:30～13:00
◇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
国際交流

Tel：0982-22-7006

④同じ職場の人が多数受講しないこと
◇申込締切：４月２７日（金）
◇申込方法：E-mailまたはFaxにてお申し込みください。
◇申込み・問い合わせ：都城国際交流協会
Tel:0986-23-2295 （8:30～16:30は英語・中国語可）
Fax:0986-23-3223
E-mail: intl@city.miyakonojo.miyazaki.jp

県国際交流員 チョ・ヘミン さん

♪プラザニュース 韓国語版より
ヘミンの南国ノート

アンニョンハセヨ！新しい始まりの季節、４月になりました。そして私はもう３年目になりまし
た！宮崎に来たばかりで、まだ慣れてない時に書いた南国ノートもまだ記憶に新しいのに、３年
目に入るなんて、信じられません。どうでしょう、成長していますかね。今年は去年よりは良く
なっていることを願います。仕事ももっと頑張るつもりだし、日本語の実力アップと英語の勉強
も頑張ろうと思っています！来年４月に私がいるかどうかはわかりませんが、来年３月のプラザ
ニュースに「何もせずに１年が早く過ぎてしまいました！」と書かないように頑張ります。新し
いスタートを迎える皆さん、頑張りましょう！＾＾
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ください。
国際プラザ内、協会ホー ムページの掲示板を情報交換 にお使いください。

