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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・日南市）
日南市）
※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。
対 象：初めて日本語を学ぶ方
ひらがな・カタカナから学びたい方
受講料：無料
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。
《宮崎市》
宮崎市》

ワーキング・ホリデー説明会
ワーキング・ホリデー説明会
※要申込み
要申込み、参加無料

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
催します。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。
日 時：7月25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
参加費：無料
対 象：18歳～30歳の方
定 員：30名（先着順）
講 師

日 時：4月14日（火）～7月1５日（水） 10:10～12:00
毎週火曜日・水曜日（７月１５日)・木曜日
全25回
※5/5（火）は休み
※最終日は７月１６日(火)から１５日(水)に変更
場 所：カリーノ宮崎8階 多目的室Ｂ
申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会

申込方法：
①氏名②連絡先③渡航希望国④知りたい情報を電話
(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)

《日南市》
日南市》

※ワーキング・ホリデー説明会
ワーキング・ホリデー説明会 体験発表者募集！
体験発表者募集！

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

サタデーチャット英語
サタデーチャット英語
※要申込み
要申込み、参加無料

日 時：5月19日（火）～7月16日（木） 9:30～12:00
毎週火曜日・木曜日 全18回
場 所：日南市役所本館 会議室
申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会
または日南市総務課 Tel:0987-31-1113

※事前申込み
事前申込み不要、
不要、参加無料

日 時：毎週水曜日・金曜日 10:30～11:30
※5/1(金)、5/6(水)は休み
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
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。

：ウィングジャパン留学センター
浜砂順一郎氏

対 象：2010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
したか、また現地での生活について発表していただきます。
申込み・問合せ：(公財)宮崎県国際交流協会

初心者でもＯＫ！外国人と英語でおしゃべりしましょう♪
（※英語チャットは英会話教室ではありません。）
日 時:6/6 6/13 6/20 6/27 7/4
毎週土曜日 全5回 １3:30 14:30
対象者:積極的に参加できる方、原則全5回参加できる方
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:
住所・氏名・電話番号を、電話、FaxまたはEmailにてお申し込み下
さい。メール・Faxでお申し込みの際には件名を「英語チャット」と
明記してください。
締 切：5月２３日(土)
※5月30日(土)までに受講者決定のお知らせ
をいたします。
申込み・問合せ:（公財）宮崎県国際交流協会
,

,

,

,

～

入国管理局からのお
入国管理局からのお知
からのお知らせ

平成24年度7月9日に外国人登録制度が廃止されたことに
伴い、多くの特別永住者及び永住者等の中長期在留者(全員)
の方(※)は所持している外国人登録証明書を、平成２７年度７月
８日までに特別永住者証明書又は在留カードに切り替える必要
があります。手続未済の方は、お早めにお手続きしてください。
※切替え申請の期限は在留資格及び年齢等により異なるため、
対象者の詳細は下記のホームページで確認してください。
2015年7月8日の直前の時期は、窓口が大変込み合うことが
予想されます。
外国人登録証明書から在留カードへの切替の申請は、今から
でも行うことができます。
※2012年7月9日に16歳未満であった方で、16歳の誕生日が切
替の期限となる方は、16歳の誕生日の6か月前から16歳の誕生
日までに「有効期間の更新申請」を行ってください。
申請の場所は、最寄りの地方入国管理局若しくは同支局又は
これらの出張所です。(空港支局や空港(港)出張所を除きま
す。)。
入国管理局ホームページでのご案内
hp://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf

《延岡市》
延岡市》
デヴィンとランチで英会話
デヴィンとランチで英会話

国際交流員デヴィン・レッキオと、ランチを食べながら簡単な
英会話を楽しみませんか。
日 時：５月７日（木）１１時３０分～１３時００分
会 場：社会教育センター 会議室３
受講料：無料
※申し込み不要です。弁当を持参ください

シンコ・デ・マヨをお祝
シンコ・デ・マヨをお 祝 いしよう

アメリカに伝わるメキシコ文化「シンコ・デ・マヨ」を、工作や
ゲームなどを通して、国際交流員たちと一緒に楽しみませんか。
日 時：５月１６日（土） １３時３０分～１５時３０分
会 場：延岡植物園（雨天時は南方東コミュニティセン
ター）
参加費：３００円（材料代として）
申込み：電話でお申込みください。
定 員：３０名（先着順）
※小学生以下は保護者同伴での参加をお願いします。

デヴィンと気楽
デヴィンと 気楽に
気楽 に 井戸端談議

国際交流員デヴィン・レッキオと、アメリカや日本の社会、文化、
習慣の違いなどについて、気楽な雰囲気で楽しく話してみませ
んか。会話はすべて日本語ですので、お気軽にご参加ください。
《えびの市
えびの市》
日 時：５月２１日（木） １３時３０分～１５時００分
キッズ英会話
キッズ英会話 ～楽しく英語
しく英語を
英語を学びましょう～
びましょう～
会 場：社会教育センター 会議室３
日常会話やゲームを通して、楽しく英会話に親しんでみませ 受講料：無料、申込み不要です。
んか！
日 時：5月１５日～６月２６日 18:30～19：30
申込み・問合せ： 国際交流推進室（延岡市総務課内）
毎週金曜日 全７回
Tel：0982-22-7006 Fax：0982-34-2110
対象者：えびの市内の小学1年生～4年生
定 員：25名（先着順）
スタッフのつぶやき・・・
受講料：2,000円（全７回分）
会 場：えびの市国際交流センター
申込締切:平成２７年5月１２日（火）
｢バカンス｣
バカンス｣
申込み・問合せ：えびの市国際交流センター
Tel： 0984-35-3211 Fax: 0984-35-3215
フランスでは春の復活祭の後、長いバカンスが始まります。
E-mail : ebinokokusaikouryu@ace.ocn.ne.jp
話には聞いていたものの、フランスは本当にバカンスが多
い！通っていた語学学校もしょっちゅう休みがあったので、そ
の度に他の国へ旅行したものでした。次のバカンスのために
働き、学ぶ・・私が大好きなフランス文化のひとつです。
スタッフ：Ｏ
他団体からのお知らせ

プラザニュース 英語版より
英語版
♪プラザニュース
英語版より
より
英語版より

県国際交流員 キム・ヘイン
飲み会の日が足りない!
りない! (意味
(意味：
意味：もう飲
もう飲み会に飽きました～！
きました～！)
～！)

仕事の行事で金銭的に困るのは日本以外なかなかありえないと思います。３月中旬から４月中旬まで、私は少なくとも７件の
送別会と歓迎会に参加しないといけませんでした。参加費は２次会を除くとしても、だいたい３，５００円から７，０００円ぐらいかか
りました。私は普段お酒を飲まないので飲み会を避けようとしますが、異動になる同僚のための送別会の実施日が決まったと
き、私は個人記録を更新するために誘われたイベントに全部参加することにしました。こういう宴会は、食べ物も美味しいし、職
場で自分の机から遠く座っている人々と話せるので、楽しくないわけではありませんが、３０００円以上払いなが
らただおしゃれな食事をするために、一回でもない、二回でもない、５回以上参加するのは自分に向いていない
ことがわかりました。食事がどれだけ良かったとしても、翌日私の頭と体は仕事を拒否するからです。これから
もし誰かに個人的に異動をお祝いしたり、自己紹介したりする時は、お土産を買うかランチに誘おうと思いまし
た。しかし、そういった思いを抱いても、多分来年にまた宴会に行かざるを得ないでしょう。最低今だけは、普通
の生活に戻ってお金の貯金ができ、睡眠不足から脱出できるのでなによりです！
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、日本語の教授法の教材本、ＤＶＤ等も図書コーナーに備えていますのでご利用ください。

