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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

年末年始は12/29(土)～2013年1/3(木)までお休みです。
※2013年1/4(金)より開館します。
●宮崎県国際プラザ休館日のお知らせ

第7回アートフェスティバル

「外国人が見た宮崎」作品展
在住外国人による
在住外国人による日本語
による日本語スピーチコンテスト
日本語スピーチコンテスト
日時：
日時：2013年
2013年1月27日
27日（日）10:00～
10:00～21:00
場所：
場所：イオンモール宮崎
イオンモール宮崎1
宮崎1階
入場：
入場：無料
当日の
当日の予定：
予定：

国際ふれあいチャット（韓国語・中国語）

（韓国語） ◇日 時：1/10、1/17、1/24、2/7、2/14
木曜日 13:00～14:00 全5回
◇場 所：カリーノ宮崎8階 多目的室A
◇定 員：20名
(中国語) ◇日 時：1/15、1/22、1/29、2/5、2/12
毎週火曜日 18:00～19:00 全5回
◇場 所カリーノ宮崎8階 宮崎県国際プラザ
◇定 員：10名
◇対象者：韓国語または中国語でおしゃべりを楽しみたい方
◇締 切：1月5日（土）必着
◇申込み方法：電話、Fax、またはE-mailにてお申し込み
ください。メールでお申し込みの際には件名を明記して
ください。
◇申込み・問い合わせ：(公財)宮崎県国際交流協会
※参加無料 要申込み

※都合により変更になる場合があります。

日本語学習支援者スキルアップ講座（実践編）

10:30 - 日本語スピーチコンテスト

※要申込み 受講料無料

12:00 - 世界の踊りと音楽
12:30 - みやざき犬「ダンス」披露
13:00 - 日本語スピーチコンテスト表彰・講評
13:30 - 作品と作者の紹介
14:00 - みやざき犬と撮影会（30分）
14:45 - 宮崎発！世界で活躍する
プロフェッショナルに聞いてみよう！
15:00 - 人気投票終了
16:15 - Globalism?!
シロー・つづくのトーク＆ライブ
17:00 - アートファスティバル表彰

日本語ボランティアに興味がある方、活動をしている方のた
めの実践講座です。講義やグループワークを通して、日本
語ボランティアとして活動するための技術や知識を学びま
す。この機会に、是非ご参加ください。
◇日 時:1/19～2/16 10:30～12:30
毎週土曜日 全５回
◇場 所: カリーノ宮崎8階 多目的室A
◇受講対象者：原則として全５回参加できる方。
①日本語ボランティアに興味がある方、または活動をして
いる方。
②今後、当協会の日本語ボランティアとして活動、協力に
熱意のある方。
◇定 員:20名(応募者多数の場合は抽選）
◇講 師:田中 利砂子 氏
◇締 切：1月8日（火）必着
◇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明記してください。
◇申込み・問い合わせ：(公財)宮崎県国際交流協会

9:00～21:00

パネル展示
パネル展示、
展示、トーク＆
トーク＆ライブなど内容
ライブなど内容もりだくさんです
内容もりだくさんです。
もりだくさんです。
参加団体＆
参加団体＆ゲスト
・JICA

ボクたちも行
ボクたちも行くよ！
くよ！

・アジア砒素ネットワーク宮崎
・こども支援団体H&H
・地雷ゼロ宮崎
・宮崎国際ボランティアセンター
・濱田詩郎さん、木村つづくさん、ジェイミーさん他
問い合わせ：（公財）宮崎県国際交流協会

第2回国際理解講座 ※要申込み 受講料無料
～バレリーナが伝えるロシアの魅力～

バレエ講師でもあるクラシキナ・アレクサンドラさんがロシア
の魅力についてお話しします。当日は、講師によるバレエの
披露と参加者による体験を予定しています。
◇日 時:1月24日（木）10:30～12:00
◇場 所: カリーノ宮崎8階 多目的室A
◇講 師：クラシキナ・アレクサンドラ氏
◇定 員:16名(応募者多数の場合は抽選）
◇締 切：1月16日（水）
◇申込み方法：電話またはE-mailにてお申し込みください。
◇申込み・問い合わせ：(公財)宮崎県国際交流協会

第7回アートフェスティバル「外国人が見た宮崎」
作品展 巡回展

市町村からのお
市町村からのお知
からのお知らせ

平成25年1月に、イオンモール宮崎で開催される「外国人が 《延岡市》
延岡市》
見た宮崎」作品展の巡回展が、えびの市・宮崎大学で開催 ■
ランチで気楽
ランチで気楽に
気楽に英会話
英会話 ※受講料無料
受講料無料、
無料、申込み
申込み不要
されます。是非、ご来場ください。
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：1/31（木）～2/７（木） 8:30～22:00
◇日
時：1月17日（木）
11:30～13：00
場所：えびの市国際交流センター
◇場 所：社会教育センター
問い合わせ：えびの市国際交流センター
■アヤが彩
アヤが彩る水彩画教室
Tel：0984-35-3211
◇日 時：1月24日（木） 13:30～16:30
◇場 所：社会教育センター
日時：2/13（水）～2/28（木） 9:00～17:00
◇受講料：500円
場所：宮崎大学附属図書館1階ロビー
◇定 員：10名（先着順）
問い合わせ：研究国際部 国際連携係
◇内 容：国際交流員アヤ・ロスウェルさんによる水彩画
教室
Tel：0985-58-7134
◇持参するもの：筆を洗うためのコップ
◇締 切：1月18日（金）
外国人のための日本語れんしゅう会
◇申込み・問い合わせ：延岡市国際交流推進室
Tel:0982-22-7006
※事前申込み不要 参加費無料
日本語ボランティアと、会話や日常生活で使う表現などの日 《都城市》
都城市》
本語を練習したい方、お気軽にご参加ください。
■ワールド・フェスタin
ワールド・フェスタinみやこのじょう
inみやこのじょう
◇日 時： 毎週水曜・金曜日 10:30～11:30
世界の様々な国や地域が紹介されます。
◇場 所：カリーノ宮崎8階 多目的室A
ぜひ、ご参加ください。
◇問い合わせ：（公財）宮崎県国際交流協会
◇日 時：1月26日（土） 12:00～17:00
◇場 所：都城市 ウエルネス交流プラザ
◇内 容：世界各国の紹介と遊び体験、ダンス・音楽、パネ
《えびの市
えびの市》
ル展示、国際交流・国際協力団体紹介、ウォーク
◎えびの市小
えびの市小・
市小・中学生英語暗唱大会参加者募集
ラリーなど
◇応募資格：えびの市内の小・中学校に在籍する生徒
◇問い合わせ：都城国際交流協会 Tel: 0986-23-2295
小学生：各学校より２～３名
中学生：各学校より３～４名
《宮崎市清武町》
宮崎市清武町》
※昨年度の最優秀賞者はご遠慮ください
■English Winter Party
◇応募締切：1月25日（金）必着
◇日 時：2月11日（月・祝） 18:00～20:30（受付：17:40～）
※原稿提出締切：2月1日（金）必着
◇場 所：清武町文化会館 小ホール
◎えびの市小
えびの市小・
市小・中学生英語暗唱大会
◇定 員：50名（定員に達し次第締切）
◇開催日時：2月16日（土） 10:00～
◇参加費：（大人）会員200円、非会員500円、留学生200円
◇会 場：えびの市国際交流センター 研修室
（こども）会員100円、非会員200円
◇持参する物：メインディッシュを一品
◇申込み・問い合わせ：えびの市国際交流センター
※ソフトドリンクは協会で用意しますが持ち込みも可。
Tel: 0984-35-3211 Fax: 0984-35-3215
アルコールの持ち込みは不可。
◇問い合わせ：清武町国際交流協会 Tel: 0985-69-9196
【えびの市
えびの市】

※要申込み
要申込み

【宮崎大学】
宮崎大学】

※応募についての
応募についての詳細
についての詳細はお
詳細はお問
はお問い合わせください。
わせください。

♪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

今年の
今年の漢字と
漢字と流行語

県国際交流員 チョ ヘミン

今年の漢字には「金」が、今年の流行語大賞にはスギちゃんの「ワイルドだろう～」が選ばれました。
皆さんの今年の漢字は何ですか? 私は「新」です。今年はいろいろと新しい経験をし、新しいスタートをし、新
しい人々とたくさん出会えた1年でした。
また、一番よく使った日本語を考えてみたら、最近は「てげ」という宮崎弁をよく使っているような気がしま
す。韓国語と意味も、発音も似ているからでしょうか。
忘年会＆新年会シーズンです。どうも皆さん、悪いことはすべて2012年に残しておいて、新しい気分で2013
年を迎えられますように！
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。

