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2015年3月21日（土）は祝日のため閉館します。
外国人のための
外国人のための日本語講座
のための日本語講座・
日本語講座・初級（
初級（宮崎市）
宮崎市） ※要申込み
要申込み
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
ます。是非ご参加ください。
◇日時：4月14日（火）～7月16日（木） 10:10～12:00
毎週火曜日・木曜日 全25回
※4/28（火）、4/30（木）は休み
◇場所：カリーノ宮崎8階 多目的室Ｂ
にほ
◇対象：初めて日本語を学ぶ方
んご
ひらがな・カタカナから学びたい方
◇教科書代：￥２,４３０(税抜)
◇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・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会
●宮崎県国際プラザ休館日のお知らせ

外国人のための
外国人のための日本語
のための日本語れんしゅう
日本語れんしゅう会
れんしゅう会

※事前申込み
事前申込み不要、
不要、参加無料
◇日 時：10:30～11:30
[水曜日]3/4、3/11、3/18、3/25
[金曜日]3/6、3/13、3/20、3/27
◇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

宮崎県国際プラザ
宮崎県国際プラザ カウンターボランティア募集
カウンターボランティア募集

県内在住で１８歳以上の方を対象に、国際プラザ業務のお手伝
いをしてくださるカウンターボランティアを募集します。ご希望
の方は、申込書に必要事項をご記入のうえ、3/7（土）までにお申
し込みください。《応募多数の場合は書類選考あり》
※国籍等問いませんが、簡単な日本語の会話ができる方に限り
ます。
◇活動期間：平成27年4/7（火）～9/30（水）
※祝日を除く
◇活動日時：火曜日～土曜日のうち週１回
※毎週同じ曜日、時間帯で活動していただきます。
①10:15～12:45 ②13:00～15:30
◇内 容：
来館者対応、図書・DVDの貸し出しと返却手続き、
文書発送補助、図書・資料整理、使用済み切手等の
整理と発送等
◇その他：交通費、謝金はありません。
※ボランティア保険は当協会が負担します。カリーノ宮崎
駐車場をご利用の場合は、駐車券をお渡しします。
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会

国際交流ボランティア
国際交流ボランティア
（通訳・ホストファミリー
通訳・ホストファミリー）
・ホストファミリー）登録募集

当協会では、宮崎県を訪れる外国人との交流を目的とした国
際交流ボランティアを募集しています。ボランティアに興味のあ
る方は、お気軽に当協会にお問い合わせください。
◎登録資格（
登録資格（通訳）
通訳）
・県内在住の満18歳以上（高校生を除く）
・国際交流ボランティアとして活動意欲のある方
・日本語及び外国語が日常レベルの方
※英語に関しては英検準1級以上、またはTOEIC730点以上、
あるいはそれと同等の語学レベルの方
・有効期限：登録した日から翌々年度の3月末まで
◎登録資格（
登録資格（ホストファミリー）
ホストファミリー）
・県内在住で2名以上の家族構成であること
・受け入れについて家族全員の同意が得られていること
・外国人の人種、
人種、国籍、
国籍、職業、
職業、言語、
言語、宗教を
宗教を問わず受け入れが
でき、異文化に配慮のできる家族
・有効期限：登録した日から翌々年度の3月末まで
申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会
国際プラザ
国際プラザ図書
プラザ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

今月は幼児向けの英語の絵本２冊を紹介します。
・ Excuse Me! A Little Book of Manners
著者：Karen Katz
人から物をもらったときは？ 人前でゲップをしたときは？
人の物を壊してしまったときは？さあ、英語でなんていうのか
な～。子どもたちが必ず覚えなければいけないマナーをかわい
らしい絵とフリップで紹介。
・ Mog in the Garden
著者：Judith Kerr
ジュディス・カーの30年にわたるベストセラー「猫のモグ」シ
リーズ。みんなが大好きな猫のモグ。今回は小さな男の子とモ
グがお庭で遊ぶお話。シンプルな絵とわかりやすい表現、そし
てコンパクトなサイズの絵本です。おやすみ前の読み聞かせに
いかがですか。
図書書籍・バックナンバー
図書書籍・バックナンバー無料配布
・バックナンバー無料配布

宮崎県国際プラザの図書コーナーにある“DAILY YOMIURI”等
のバックナンバーや書籍を無料配布します。数に限りがあります
ので、お早めにお越しください。
日 時：3月24日（火）～
場 所：カリーノ宮崎８階 宮崎県国際プラザ
問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会

スタッフのつぶやき・・・

「再会」
再会」

ニュージーランドで大好きだったマグナム（アイス）とフィッ
シュ＆チップス。
寮の近くにあったフィッシュ＆チップス屋さんは最高で、よく
通っていた。帰国後に数カ所で食べたが、あの味にはまだ巡
り会っていない。
しかし、マグナムとはその後運命的な再会を果たした。
中国へ研修（修学）旅行に行った際、「兵馬俑」周辺の道ばた
で売られていたのだ。
早速購入。その場でパクリ！。美味しかった～。
スタッフ：C
ＪＩＣＡからのお知らせ

1. JICAボランティア春募集
JICAボランティア春募集
［応募資格］
JICA青年海外協力隊：
満20歳から満39歳までの日本国籍を持つ方
シニア海外ボランティア：
満40歳から満69歳までの日本国籍を持つ方
※いずれも平成27年5月11日現在
［募集期間］
4月1日（水)～5月11日（月） 【消印有効】
※募集中の職種等詳しい情報は下記のホームページ、また
は、JICAデスク宮崎までお問合せください。
2. 春募集説明会・体験談
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の体験談を聞いてみた
い方はお越しください。
①日 時：3月28日（土）14:00～
場 所：宮崎市民プラザ4階
②日 時：4月12日（日）14:00～
場 所：宮崎市民プラザ4階
問合せ
《問合
せ》 JICAデスク宮崎 北園
（公財）宮崎県国際交流協会内 Tel: 0985-32-8457
HP: http://www.jica.go.jp/

他団体からのお知らせ
《延岡市》
延岡市》
デヴィンとランチで英会話

※無料、申込み不要

国際交流員のデヴィン・レッキオ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：3月12日（木） 11:30～13：00
場 所：社会教育センター 会議室3
デヴィンと気楽に井戸端談義 ※無料、申込み不要
国際交流員デヴィン・レッキオさんとアメリカや日本の社会、
文化、習慣の違いについて、気軽に話して楽しみませんか。
※会話は
会話は日本語で
日本語で行います。
います。
日 時：3月26日（木） 13:30～15:00
場 所：社会教育センター 会議室3
問合せ：延岡市国際交流推進室 Tel: 0982-22-7006
《日向市》
日向市》
おしゃべりDE
おしゃべりDE国際交流
DE国際交流
インターナショナル・チャットナイト２

※要申込み
世界のワインを飲みながら県内在住の外国人と交流しませんか。
日 時：3月14日（土） 18:00～21:00 ※開場17:30
場 所：日向市文化交流センター 小ホール
対 象：20歳以上の方
定 員：60名（先着順）
参加料：1,500円
申込み・問合せ：事務局（日向市役所地域コミュニティ課内）
Tel: 0982-56-0017 E-mail: kyoudou@hyugacity.jp

《日南市・
日南市・串間市》
串間市》
２市JET
JETイベント
２市
JETイベント グローバル・フライパン料理教室

※要申込み
二市（日南市・串間市）の国際交流員企画のイベントです。
国際交流を深めながら、アメリカの軽食作りに挑戦しましょう！
日 時：3月27日（金） 11:00～13:30
場 所：まなびピア（日南市木山2丁目4番44号）
定 員：20人
参加料：500円 ※エプロン、三角巾を持参ください。
申込み・問合せ：
日南市役所総務課 マイケル Tel: 0987-31-1113
串間市役所総務課 アレックス Tel: 0987-72-1111

県国際交流員 カリッサ・ソー
「今のあなたは、
のあなたは、幸せですか？」
せですか？」
今働いているあなたは、幸せですか？今休憩中のあなたは、幸せですか？今このコラムを読んでいるあな
たは、幸せですか？今のあなたは、幸せですか？
私たちの人生とこの複雑な世界の間に、目に見えないカーテンがあります。いくつかのカーテンがありますが、
このカーテンは、本当の私たちを隠して、守ります。そして、このカーテンは仕事であり、ライフスタイルであり、
恋愛でもある...。人によって、自分を隠しているカーテンが違います。それで、このカーテンの後ろで生きている
あなたは、本当に幸せですか？日々の日常生活のなかで、ほかの人・事・物・を優先して、自分の幸せを忘れてし
まう人がたくさんいます。でも人生は一度だけですから、今を楽しまなかったら、次回がないのです。ですので、
仕事をするときでも、勉強の時でも、遊ぶときでも、精一杯楽しんでいきましょう！幸せを感じながら、生きてい
きましょう！

♪プラザニュース 中国語版より
中国語版より

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。

