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防災訓練ゲームなどをとおし、日本で生活するうえで必
要な防災知識について楽しみながら学びませんか。
家族と一緒に参加できます。お気軽にご参加ください。
◇日 時：10/27（土） 13:30～16:00 （受付13:00～）
◇参加対象：県内在住の外国人・留学生とその家族（日本
人同伴者は1名まで）
◇参加費：無料
◇申込締切：10月13日（土）
◇集合場所：カリーノ宮崎8階
◇内 容：紙食器づくり、毛布担架タイムレース、持ち出し
品クイズ、通報訓練など
◇申込方法：所定の申込書をFax、郵便、E-mailにて当協
会までお申し込みください。また、メールで申し込む際に
は件名を「bousai」と明記してください。
◇問い合わせ：（公財）宮崎県国際交流協会
「在住外国人向け防災セミナー」 ※要申込み

国際交流ボランティア養成講座

交流ボランティアとして活動することを目的に英語・中国語・
韓国語の中級レベルの講座を開催します。
◇日 時:韓国語 9/27、10/11、10/25 18：30～20：00
木曜日、全３回
中国語 10/16、10/23、10/30 18：30～20：00
毎週火曜日、全３回
◇場 所:カリーノ宮崎8階 多目的室B
◇受講対象者：原則として全３回参加できる方
◇定 員:各15名
※賛助会員優先、その後抽選
◇受講料：500円（賛助会員・学生） 1,000円（一般）
◇講 師:中国語 チュア・リンリン氏（県国際交流員）
韓国語 チョ・ヘミン氏（県国際交流員）
◇申込み方法：所定の申込用紙にご記入の上、郵送、
FaxまたはE-mailにて当協会までお申し込みください。
メールでお申し込みの際には件名を「国際交流ボラン
サタデー・英語チャット ※参加無料・要申込み
ティア養成講座・○○語」と明記してください。
ボランティアを囲んで、英語でおしゃべりを楽しみませんか。 ◇申込み・問い合わせ：(公財)宮崎県国際交流協会
※英語チャットは
英語チャットは英会話教室
チャットは英会話教室ではありません
英会話教室ではありません。
ではありません。
◇日 時：11/10、11/17、11/24、12/1、12/15 （全5回）
第7回アートフェスティバル
毎週土曜日 11:00～12:00
◇場 所：宮崎県国際プラザ、多目的室A(カリーノ宮崎8階) ～外国人が見た宮崎～ 作品募集
◇対 象：英語でコミュニケーションを取りたい方、自ら積極 ◇応募資格：宮崎県内に住んでいる外国人、または外国に
的に参加できる方
ルーツのある方
◇定 員：20名（応募者多数の場合は初めての方を優先） ◇部 門：写真、
、絵画、
写真
絵画、書道、
書道、手工芸（
手工芸（※パネルに張
パネルに張れるも
◇申込方法：電話、Fax、E-mailにてお申し込みください。
のに限
のに限る）
Fax及びE-mailで申し込みの場合は、名前・電話番号・ ※写真はデータ可、原則宮崎県内で撮影したもの。
住所を明記してください。
データの場合、協会で最大A4にカラー印刷、返却はなし
◇申し込み締切：11月1日（木）
※11月6日（火）までに受講決定のお知らせをいたします。 ◇出品点数：1人２点以内
◇サイズ：50cm×50cm以内
◇申込み・問い合わせ：（公財）宮崎県国際交流協会
◇応募方法：郵送、持参、またはE-mail
英語チャットボランティア募集
申込用紙に氏名(フリガナ)・出身国・職業・連絡先・作品
11月、12月に開催する「サタデー・英語チャット」のボランティ 名・ 素材・作品の説明文(50語以内)・応募部門等を記入
アを募集します。興味のある方は電話、またはE-mailにてお し、作品に添付して応募する。
郵送の場合： （公財）宮崎県国際交流協会宛てに送る
問い合わせください。
持参の場合： ①宮崎県国際プラザ
◇日 時：11/10、11/17、11/24、12/1、12/15 （全5回）
②宮崎大学グローバルサポートオフィス
毎週土曜日 11:00～12:00
◇場 所：宮崎県国際プラザ、多目的室A(カリーノ宮崎8階) ◇応募締切：12月20日(木)
◇対 象：英語が上級レベルの方で原則、全5回参加できる ◇開催日時：平成25年1月27日（土） 10:00～
◇開催場所：イオンモール宮崎
方
◇応募・問い合わせ：（公財）宮崎県国際交流協会
※英語が母語の方に限りません
◇募集人数：３名
◇申込み・問い合わせ：(公財)宮崎県国際交流協会
中国語（中級）・韓国語（中級） ※要申込み

JICAからのお
JICAからのお知
からのお知らせ

市町村からのお
市町村からのお知
からのお知らせ
JICAボランティア秋募集「体験談＆説明会」
※参加無料

《延岡市》
延岡市》
■ランチで気軽
ランチで気軽に
気軽に英会話

予約不要

平成24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・
青年海外協力隊・日系社会青年ボランティア
日系社会青年ボランティア
日 時：10月7日(日) 14:00
場 所: 宮崎市民プラザ4階 中会議室
◆シニア海外
シニア海外ボランティア・
海外ボランティア・日系社会青年
ボランティア・日系社会青年ボランティア
日系社会青年ボランティア
日 時: 10月7日(日) 14:00
場 所: 宮崎市民プラザ4階 小会議室1
＜問い合わせ＞
わせ＞
(公財)宮崎県国際交流協会内 JICA宮崎デスク (﨑田)
Tel: 0985-32-8457 URL: http:www.jica.go.jp/
Email: jicadpd-desk-miyazakiken@jica.go.jp
※募集期間：10月１日(月)～11月5日(月)

アメリカ出身の新規国際交流員アヤ・ロスウェルさんとランチ
を食べながら簡単な英会話を楽しみませんか。
※ランチは持参
ランチは持参してください
持参してください。
してください。
◇日 時：10月18日（木） 11:30～13：00
◇場 所：社会教育センター
◇問い合わせ：延岡市国際交流推進室
Tel:0982-22-7006

※無料、
無料、申込み
申込み不要

《えびの市
えびの市》
■「ハロウィンパーティー」
ハロウィンパーティー」 ※要申込み
要申込み

小学生を対象にハロウィーンパーティーが開催されます。
◇日 時：10月27日（土） 17:30～
◇場 所：えびの市国際交流センター
インド・ブータンを訪
インド・ブータンを訪ねるスタディツアー参加者募集
ねるスタディツアー参加者募集！
参加者募集！
本当の意味での“豊かさ”とは？自分自身をまたは日本 ◇参加対象：えびの市在住の小学3年生から6年生
◇内 容：外国人と一緒にゲームや仮装コンテスト等を楽し
を日本の外から見つめてみませんか。
み、異文化に親しむ。
・インド：「
・インド：「西
：「西ベンガル洲
ベンガル洲カリンポンの村
カリンポンの村を訪ねる」
ねる」
◇参加費：1,500円
・ブータン：「
・ブータン：「西
：「西ブータンで考
ブータンで考える国民総幸福量
える国民総幸福量」
国民総幸福量」
◇申込締切：10月18日（木）
◇日 程
◇申込み・問い合わせ：えびの市国際交流センター
インドコース：11/17（土）～11/26（月） 10日間
Tel: 0984-35-3211 Fax: 0984-35-3215
インド・ブータンコース：11/17（土）～11/29（木） 13日間
◇ツアー料金
《宮崎市清武町》
宮崎市清武町》
インドコース：260，000円
インド・ブータンコース：358，000円
■「ハロウィンパーティー」
ハロウィンパーティー」 ※要申込み
要申込み
◇申込み・問い合わせ：
◇日 時：10月28日（日） 14:00～16:00（受付13:30～）
NPO法人宮崎国際ボランティアセンター
◇場 所：きよたけ児童文化センター
Tel/Fax: 0985-29-7419
◇参加対象：どなたでも参加できますが、未就学児は保護
者同伴でお願いします。
◇内 容：パレード、仮装コンテスト、ゲーム
日本語スピーチコンテスト～開催決定！
◇参加費：200円（会員） 300円（非会員）
宮崎県内在住の外国人、留学生のみなさん、
◇定員：70名
日本語であなたの宮崎に対する思いを発表して
◇申込締切：10月25日（木） お昼12:00まで
みませんか。
◇申込み・問い合わせ：清武町国際交流協会
詳細はプラザニュース11月号でお知らせします。
Tel/Fax: 0985-69-9196
♪プラザニュース 韓国語版より

ヘミンの南国
ヘミンの南国ノート
南国ノート

秋の訪れ

県国際交流員 チョ ヘミン

アンニョンハセヨ！朝晩はけっこう涼しい風が吹いています。秋がやってきました～
皆さんが「秋がきた！」と感じるポイントは何ですか？紅葉？落ち葉？風？それとも今回の「これ知って
る？」で紹介された秋のお祭り？
私の場合は「秋の匂い」です。秋が訪れたことを知らせる涼しい風に、夏とは違うさわやかな秋だけの香り。
道を歩いてふとこういった秋の匂いを感じるようになったら、ようやく秋が訪れたことが実感できます。
秋には準備することが２つあります。読む本とダイエット！読書の季節で、食欲の季節ですので。
それともう一つ、風邪をひかないように気をつけましょう！

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
の教授法の
その他、日本語
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
えていますのでご利用ください
利用ください。
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。

