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第8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

平成25年12月に、カリーノ宮崎８階で開催しました「外国
人が見た宮崎」作品展の巡回展を、えびの市、都城市、宮
崎大学、日南市で開催します。ぜひ、ご来場ください。
【えびの市】

日 時： 1/17（金）～1/29（水） 8:30～17:00
場 所：えびの市国際交流センター
問い合わせ：えびの市国際交流センターTel：0984-35-3211
【都城市】

日 時：2/1（土） 12:00～17:00
場 所：ウエルネス交流プラザ
問い合わせ：都城市生活文化課 Tel：0986-23-2295
【宮崎大学】

日 時：2/5（水）～2/20（木） 9:00～18:00
場 所：宮崎大学附属図書館1階ロビー
問い合わせ：宮崎大学国際連携センター Tel：0985-58-7134
【日南市】

日 時：2/26（水）～3/4（火） 9:00～17:00
場 所：日南市国際交流センター 小村記念館ロビー
問い合わせ：日南市総務課 Tel：0987-31-1113
国際ふれあいチャット《中国語編》
※要申込み、無料

◇日 時：1月21日（火） 18:00～19:00
◇対象者：中国語でおしゃべりを楽しみたい方
◇場 所：カリーノ宮崎8階 宮崎県国際プラザ
◇申込み方法：
電話、Fax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

外国人のための日本語れんしゅう会
※事前申込み不要、参加無料

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
日本語を練習したい方、お気軽にご参加ください。
◇日 時： 10:30～11:30
［水曜日］1/8, 1/15, 1/22, 1/29
［金曜日］1/10, 1/17, 1/24, 1/31
◇場 所：カリーノ宮崎8階 多目的室A
◇問い合わせ：（公財）宮崎県国際交流協会

日本語学習支援者スキルアップ講座
（実践編②） ※要申込み

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。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、ぜひご参加くだ
さい。
◇日 時：1/18、1/25、2/1 毎週土曜日
全3回 10:30～12:30
◇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3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・
協力していただける方
◇定 員:20名(応募者多数の場合は抽選）
◇講 師：田中 利砂子 氏
◇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「スキルアップ
講座」と明記してください。
◇申込み・問い合わせ：(公財)宮崎県国際交流協会
外国にルーツを持つ児童・生徒を
地域で支援するには ※要申込み・参加無料

外国人児童・生徒のもつ背景や、問題などをとりあげます。
彼らの支援について一緒に考えてみませんか。
◇日 時：平成26年1月18日（土） 13:30～16:30
※13:00より受付開始
◇会 場：宮崎県庁 附属棟301号室
◇受講対象者：教育関係者
◇定 員：50名
◇講 師：藤井 誠 氏
自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー
教育プロデューサー
◇主 催：宮崎県、（公財）宮崎県国際交流協会
◇後 援：宮崎県教育委員会
◇申込み方法：所定の申込用紙にご記入の上、持参・
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「児童・生徒
支援講座」と明記してください。
◇申込み・問い合わせ：(公財)宮崎県国際交流協会

GLOBALINK 世界
世界とつながっている
とつながっている私
とつながっている私たち
2014 開催! ※入場無料

日 時: 1月25日(土) 9:00～17:00
場 所: イオンモール宮崎１階 サテライトスタジオ前
（スペースコート）
アジアとアフリカの絵本を音楽にのせて読み聞かせ、
木村つづくの世界各国旅話など色々あります。
宮崎から世界で活躍する団体のお話をどうぞ！
＜問い合わせ＞

(公財)宮崎県国際交流協会内
Tel: 0985-32-8457

JICA宮崎デスク

(﨑田)

URL: http:www.jica.go.jp/

E-mail: jicadpd-desk-miyazakiken@jica.go.jp

多文化共生アドバイザー派遣制度
多文化共生社会づくりに関する学校や地域などで行
う講座や会合に講師を無料で派遣します。「国際理解
講座」や「多文化共生講座」を開催する際はぜひ当制
度をご活用ください。

外国人講師の出身国：台湾、中国、フィリピン、

コロンビア、タンザニア、アメリカ、イギリス
インド（その他の国についてはご相談ください）

講座内容：多文化共生、料理、歴史、楽器、お茶、踊り等
日本人講師の滞在経験国：ブラジル、ザンビア、フランス
講座内容：多文化共生、国際協力、日系社会、エイズ等
◇補助内容：講師の謝金及び旅費
◇問い合わせ
宮崎県国際交流協会

：(公財)

《宮崎市高岡》
宮崎市高岡》

五ヶ瀬町から運んできた雪でいっしょに遊びましょう。
◇日 時：1月18日（土） 9:00～15:00
◇場 所：高岡交流プラザ
◇問い合わせ：宮崎市高岡交流プラザ
Tel:0985-82-4111 Fax:0985-82-1655

◎雪まつり ※入場無料

《延岡市》
延岡市》

※ランチは持参してください。
◇日 時：1月16日（木） 11:30～13:00
◇場 所：社会教育センター 研修室2
◎アヤが彩
アヤが彩る水彩画教室 ※要申込み
要申込み
初心者の方も気軽にご参加ください。
◇日 時：1月21日（火） 13:30～16:00
◇場 所：社会教育センター 会議室3
◇参加費：500円（材料費として）
◇定 員：10名（先着順）
◇締 切：1月14日（火）
◇申込み・問い合わせ：延岡市国際交流推進室
Tel: 0982-22-7006

◎ランチで気楽
ランチで気楽に
気楽に英会話 ※受講料無料
受講料無料、
無料、申込み
申込み不要

《都城市》
都城市》

◇日 時：2月1日（土） 12:00～17:00
◇場 所：ウエルネス交流プラザ
◇内 容：海外の国や地域の紹介など
◇問い合わせ：都城国際交流協会
Tel:0986-23-2295 Fax:0986-23-3223

◎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

市町村からのお
市町村からのお知
からのお知らせ
《日向市》
日向市》

日向市国際交流まちづくり推進協議会では、国際交流イ
ベント「インターナショナル・チャットナイト（おしゃべりで国
際交流）」の発表者を募集します！あなたの知っているこ
と、体験したことをみんなに発表してみませんか。
◇日 時：3月15日（土） 18:00～
◇場 所：日向市文化交流センター 小ホール
◇定 員：7名
◇申込み・問い合わせ：
日向市国際交流まちづくり推進協議会
事務局（日向市役所市民協働課内）
Tel: 0982-52-2111 担当：クリストファー・レゾット

◎インターナショナル・チャットナイト 発表者募集！
発表者募集！

《宮崎市》
宮崎市》

実務経験を豊富に積んだ中国出身の大学教授を講師に
迎え、翻訳のコツと実践的なノウハウを学びます。
◇日 時： 1/25、2/8、2/23、3/1 10:00～12:00
隔週土曜日 全4回
◇場 所：宮崎市民プラザ4階 小会議室
◇講 師：陳 蘭庄 （南九州大学 教授）
◇定 員：20名（先着順）
◇参加費: 3,000円 （会員 2,000円）
◇申込み・問い合わせ：宮崎市国際交流協会
Tel: 0985-21-1719

◎中国語翻訳ボランティア
中国語翻訳ボランティア研修会
ボランティア研修会 ※要申込み
要申込み

♪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

年末年始

県国際交流員 チョ・ヘミン

流行語大賞と今年の漢字が決まり、「年末年始が近づいたな」と感じますね。
年越し蕎麦を食べて、紅白歌合戦をみながら過ごす年末。今は日本で過ごす年末年始にか
なり慣れた気がします。
色んなことがあり、時間がたつのが速いなと感じた1年でした。私の今年の漢字は「嬉」で
す。嬉しくて楽しいことがたくさんあった1年でした。感謝する気持ちで1年を終え、あと
は新年を迎えるだけです。連休が9日もあるので！！皆さんも楽しい年末年始をお過ごしく
ださい～

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。

