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学ぶ

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 時：10:30～11:30
［水曜日］ 6/4, 6/11, 6/18, 6/25
［金曜日］ 6/6, 6/13, 6/20, 6/27
場 所：カリーノ宮崎8階 多目的室A
問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会

楽しむ

国際ふれあいチャット 韓国語
※要申込み・参加無料

宮崎県国際交流員イ・ユンジュさんを囲んで韓国語でのおしゃ
べりを楽しみませんか。
日 時：6月19日（木） 18:00～19:00
場 所：カリーノ宮崎８階 多目的室A
定 員：15名（応募者多数の場合は抽選）
申込み方法：氏名、連絡先を明記のうえ、来館、電話
学ぶ 外国人のための日本語講座・初級 日南市
またはE-mailにてお申し込みください。E-mailでお申込み
※要申込み
の際は、必ず件名をつけてください。
県内在住の外国人の方を対象に日本語の初級講座を開催し 申込み・問合わせ：（公財）宮崎県国際交流協会
ます。ぜひご参加ください。
日 時：7月1日（火）～9月11日（木） 10:10～12:00
第1回国際理解講座 ～身近に世界を感じてみよう！
毎週火曜日・木曜日 全19回
講座 「カナダを旅する90
「カナダを旅する90分！」※要申込み、参加無料
90分！」※要申込み、参加無料
※8/12（火）・8/14（木）・8/26（火）は休み
場 所：日南市役所 南別館2階 会議室
カナダ出身の都城市国際交流員ダンカン・フォイさんが「カ
対 象：初めて日本語を学ぶ方
ナダ」の魅力についてお伝えします。今年の夏は「赤毛のアン」
にほ
ひらがな・カタカナから学びたい方
んご
で話題の「プリンスエドワード島」を訪れてみませんか。
受講料：無料
日 時:6月21日（土） 13:00～14:30
教科書代：2,430円（税抜）
場 所:宮崎市橘通4-8-1 カリーノ宮崎8階
申込み・問合せ：(公財)宮崎県国際交流協会
講 師：ダンカン・フォイ氏（都城市国際交流員）
日南市総務課 Tel:0987-31-1113
定 員:20名(応募者多数の場合は抽選）
締 切：6月11日（水）
講座 ワーキング・ホリデー説明会
参加費：無料
※要申込み、参加無料
電話、FAXまたはE-mailにてお申し込みください。
ワーキング・ホリデー制度や渡航準備についての説明会を開 申込み方法：
申込み・問合わせ：(公財)宮崎県国際交流協会
催します。体験帰国者の体験談や座談会も予定しています。
是非ご参加ください。
案内 「台湾との民間交流促進事業」参加者募集
日 時：7月26日（土） 13:30～16:30（受付13:15～）
場 所：カリーノ宮崎８階 多目的室A
宮崎県では、文化・芸術・スポーツなどの分野で、台湾の民間
参加費：無料
団体との交流をお考えの皆さんに、台湾の方々との「出会いの
対 象：18歳～30歳の方
場」を提供します。
定 員：30名（先着順）
講 師：浜砂順一郎氏
内 容：宮崎側の団体代表者を台湾に派遣し、また、台湾側の団
体代表者を宮崎に受け入れ、交流実現に向けた協議等を行いま
申込方法：
す。
①氏名②連絡先③渡航希望国④知りたい情報を電話
日 程（予定）：
(0985-32-8457)にてお申し込みの際にお知らせください。
電話受付時間：火曜～土曜日(10:00～19:00)
[台湾への派遣]平成26年12月10日(水)～13日(土)
[台湾からの受け入れ]平成27年2月4日(水)～7日(土)
※ワーキング・ホリデー体験者募集！
募集団体：6団体（1団体2名まで）
対 象：2009年以降にワーホリから帰国された方
内 容：渡航までの準備や語学学校、アルバイトをどのように探 参加費：40,000円
切：7月31日(木)
したか、また現地での生活について座談会の中でお話しいただ 締申込み・問合わせ：
きます。
宮崎県文化文教・国際課 Tel：0985-26-7029
申込み・問合せ：(公財)宮崎県国際交流協会

宮崎県国際プラザ
宮崎県国際プラザ内
プラザ内 図書コーナーからのお
図書コーナーからのお知
コーナーからのお知らせ

☆2014年のイギリス・カナダ・ニュージーランド・オーストラリアの
留学ガイド配布中
☆ワーキングホリデーガイド配布中

講座
6/6～
6/6～

♪カナダ人作家
カナダ人作家の
人作家の洋書
♪観光ガイドブック
観光ガイドブック
♪移民史

6/28～
6/28～

《宮崎市》
宮崎市》
「はじめての中国語
はじめての中国語（
中国語（初級講座）」
初級講座）」 ※要申込み
要申込み

日 時：6月6日～7月11日 10:00～11:30 毎週金曜日 全6回
場 所：宮崎市民プラザ4階 （小会議室1）
【今月の
今月の図書】
図書】
参加費：3，000円、 会員2，000円
今月は6月21日（土）開催される国際理解講座（カナダ編）に併 定 員：15名（定員になり次第締切）
せて、カナダに関する図書を集めた特設コーナーを設置しま 申込み・問合せ：宮崎市国際交流協会 担当：幸下（ゆきした）
す。ぜひ、ご来館ください！
ドイツまなび塾
講座
ドイツまなび塾 ※要申込み
要申込み
ＪＩＣＡデスク
ＪＩＣＡデスク宮崎
デスク宮崎よりお
宮崎よりお知
よりお知らせ

協力隊ナビ
協力隊ナビ

協力隊OB/OGを交えて和やかな雰囲気の中で語りませんか。
日 時：6月21日（土）18:00～19：00（予定）
場 所：カリーノ宮崎8階
《問合せ
問合せ》JICAデスク宮崎 北園（きたぞの）
公財）宮崎県国際交流協会内 Tel: 0985-32-8547
E-mail: jicadpd-desk-miyazaki@jica.go.jp
URL: http//www.jica.go.jp/
他団体からのお知らせ
イベント
6/5

《延岡市》
延岡市》
ランチで気楽
ランチで気楽に
受講料無料、
申込み不要
気楽に英会話 ※受講料無料
無料、申込み

「ドイツ語
ドイツ語（初級講座）
初級講座）とソーセージ作
とソーセージ作り体験」
体験」

《ドイツ語講座》
日 時：6/28、7/5、7/19、7/26、 10:00～12:00 土曜日 全4回
場 所：カフェ・ビッテ 宮崎市大塚町原ノ前1586-1
《ソーセージ作り体験》
日 時：7月12日(土) 14:00～17:00
場 所：らいふのぱん 宮崎市大坪町倉ノ町
※駐車場あり（10台まで）
参加費：4，000円、 会員3，000円
※ソーセージ作り体験込み）
定 員：15名（定員になり次第締切）
申込み・問合せ：宮崎市国際交流協会 担当：サシャ
Tel:0985-21-1719 Fax:0985-21-1733
E-mail: miyazaki-mcia@miyazaki-catv.ne.jp
イベント
7/4

《日南市・
日南市・串間市》
串間市》
「アメリカン・インディペンデンス・デー・パーティー」
アメリカン・インディペンデンス・デー・パーティー」
※要申込み
要申込み

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。※ランチは持参してください。
日 時：6月5日（木） 11:30～13:00
日南市・串間市の国際交流員と軽食を食べ、アメリカのビールを
場 所：社会教育センター 会議室3
飲みながらアメリカ独立記念日のお祝いをしませんか。
アヤが彩
アヤが彩る水彩画教室～
水彩画教室～アジサイを描
アジサイを描こう～
こう～※要申込み
申込み
日 時：7月4日（金）18:00開場 18:30開会
国際交流員アヤ・ロスウェルさんが、楽しく水彩画を教えます。 場 所：油津赤レンガ館
定 員：50名（先着順、定員になり次第締切）
日 時：6月19日（木） 13:30～16:30
参加費：中学生以下 1,000円
場 所：社会教育センター 研修室2
参加費：500円（材料代）
高校生以上 1，500円
持参する物：筆を洗うためのコップ
(ビール券は当日販売)
定 員：10名（先着順）
申込み：電話またはFAXにてお申し込みください。
締 切：6月12日（木）
問合せ：日南市役所総務課 担当：マイケル（国際交流員）
申込み方法：お電話でお申し込みください。
Tel:0987-31-1113 Fax:0987-23-1853
申込み・問合せ：
串間市役所総務課 担当：アレックス（国際交流員）
延岡市国際交流推進室 Tel:0982-22-7006
Tel:0987-72-1111 Fax:0987-72-6727

♪プラザニュース 韓国語版より
韓国語版より

出会いから
出会いから生
いから生まれた覚悟
まれた覚悟

県国際交流員 イ・ユンジュ

宮崎に来ていつの間にか1ヶ月が経ちました。私は自分の生活にきちんと向き合い、さまざまな経験をし
ています。ゴールデンウィークは自転車で青島に行ってきたし、綾町で開かれたブドウ畑バーベキュー交
流会も参加して新しい人に出会い、彼らの生き方そして前向きな心得を通じてリフレッシュする時間を持
ちました。何より5月18日に開催された「宮崎国際フェスティバル」では、宮崎の方々に一歩近付けたと思
います。多くの人と一緒に写真を撮り、韓国の伝統衣装であるハンボク（韓服）と料理に関する簡単な説
明をしながら韓国について紹介する有益な時間を過ごしました。また、韓国と日本が抱えている国家的
な問題をこのような交流の場を通じて個人対個人の立場から乗り越えていると感じました。
これからもこのような交流を通じて皆さんに積極的に近付く国際交流員になりたいと思います。
よろしくお願いします。

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
その他、日本語の
日本語の教授法の
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。

