2018年7月
vol.148

発行: （公財）宮崎県国際交流協会 〒880-0805 宮崎市橘通東4-8-1 カリーノ宮崎９階
Tel: 0985-32-8457 Fax: 0985-32-8512 ホームページ: http://www.mif.or.jp/ E-mail: miyainfo@mif.or.jp
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

日本の夏の風物詩”浴衣“着付体験ができる講座です。
◇日
◇場
◇講

時：7月28日（土） 14:00～16:00（受付13:45～）
所：宮崎市青少年プラザ 和室
師：宮崎環境サポーター倶楽部

◇定 員：10名（先着順）
◇対 象：宮崎県在住の外国人
◇締 切：7月21日（土）
◇申込み方法：①氏名②連絡先(電話番号・E-mail)③日本語レベ
ル④話せる言語を電話、メールまたはFAXに
てお知らせ下さい。メールでお申し込みの際は
件名を「浴衣講座」と明記してください。
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：中島）

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。カナダとオーストラリアの帰国者の体験談発表を予定していま
す。オーストラリアワーホリ体験者発表は宮崎にIターンしてカフェを
開業した濵上勇太さんを予定しています。体験談発表の後には、体
験者を囲んでの座談会もあります。是非ご参加ください！
時：8月4日（土）
13:30～16:30（受付13:15～）
◇場 所：カリーノ宮崎9階
◇参加費：無料
◇対 象：18歳～30歳の方
◇定 員：30名（先着順）
◇講 師：ウィングジャパン留学センター
浜砂 順一郎氏
◇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、
Fax、またはEmailもしくは来館にてお知らせください。
◇申込み・問合せ：(公財)宮崎県国際交流協会(担当：中島）

日本語ボランティアに、興味のある方、これから始めたい方、活動を始
めたばかりの方に、講義やグループワークを通して、活動するための
心構えや活動の仕方などを学んでいただく講座です。
◇日

時:＜前期＞ 8/18、8/25、9/1、9/8、9/15 土曜日
10:30～12:00 全5回
＜後期＞ 平成31年1月中旬～2月下旬（予定）
10:30～12:00 全5回
◇場 所：＜前期＞ 宮崎市中央公民館 小研修室・中研修室
＜後期＞ カリーノ宮崎9階 会議室（予定）
◇講座の内容（予定）：
＜前期＞
第1回（8/18）
地球規模化する世界と宮崎
第2回（8/25）
日本語ボランティアとは

時：10:30～11:30
［水曜日］7/4、7/11、7/18、7/25
［金曜日］7/6、7/13、7/20、7/27
◇場 所：カリーノ宮崎９階
◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：淡路）

ビザ・在留資格や国際結婚等の日本での生活で
困っていることに、相談員（弁護士・行政書士）が対応
いたします。相談は1人30分で、通訳を付けます。
日時、場所等は相談のうえ、決めます。詳しいことは、電話でお問
い合わせください。
◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：谷口）

地球時代のコミュニケーション①
地球時代のコミュニケーション②
活動を体験してみる

＜後期＞ ※日程は未定（平成31年1月中旬～2月下旬の予定）

◇日

◇日

第3回（9/ 1）
第4回（9/ 8）
第5回（9/15）
第6回
第7回

外国人住民の日常生活に役立つこととは

第8回

演習② 活動を組み立てる

第9回
第10回

演習③ 模擬実践
演習④ 講座をふりかえる

演習① 活動を組み立てる

◇受講対象者：※前期・後期を通じて全10回参加できる方優先
①日本語ボランティアに興味のある方、これから活動を始めたい方、
活動を始めたばかりの方②今後、当協会の日本語ボランティアとして
活動、協力いただける方
◇定 員：20名（定員を超えた場合は抽選、後期は欠員補充の募集のみ）
◇講 師：田中 利砂子氏
◇締 切：7月27日（金）
◇申込み方法：所定の申込書に必要事項をご記入の上、FAX、郵送、ま
たはE-mailにてお申し込み下さい。メールにてお申し込みの場合は、件
名を「入門講座」と明記してください。
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：淡路）

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当協会までお申し込み下さい。
◇対

象：県内在住で１８歳以上の方
外国人の方は日本語の日常会話ができること
◇活動期間：平成30年10月2（火）～平成31年3月30日（土）
※祝日は休み
◇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
（①10:15～12:45、②13:00～15:30のいずれか）
◇内 容：来館者対応、図書の貸出と返却手続き、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。
◇締 切：9月1日（土）
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：淡路）
オールみやざき営業課

シンガポール出身で宮崎県国際交流員のカリンさんと、シンガポー
ルを中心とした中華圏の文化について中国語でおしゃべりしましょ
う！中国語で自己紹介程度ができる方が対象です。
◇日

時： 5/22、6/5、6/19、7/3、7/17、7/31、8/21、8/28、
9/11、9/25
火曜日 全10回 18:30～19:30
◇場 所：カリーノ宮崎9階
◇定 員:15名
◇受講料:賛助会員・学生 3,000円（10回）
非会員
5,000円（10回）
◇申込方法：氏名・住所・電話番号を電話、Faxまたはメールにてお申
し込み下さい。メールでお申し込みの際には件名を「中国語チャット」
と明記してください。
◇申込み・問合せ:（公財）宮崎県国際交流協会（担当：小原）

賛助会員になると・・・
・毎月発行している「国際プラザニュース」をお届けします。
・年2回発行している広報誌「South Wind」をお届けします。
・協会が開催する講座に優先参加できます。
・協会が開催する講座の参加費を割引します。
・（賛助団体対象）協会ホームページからリンクが可能です。

他団体からのお知らせ
《宮崎市》
「まつり えれこっちゃみやざき 2018
市民総踊り＆交流会」
まつり えれこっちゃみやざき2018市民総踊りとランチ交流会への参
加者を募集します。詳しくは当協会のホームページ、またはFacebook
にてご確認ください。
◇日程：平成30年7月28日（土） 13:00～18:00
ランチ交流会後に踊りの練習、踊り本番になります。
◇参加者：ランチ交流会 先着40名 市民総踊り 60名
◇ 参 加 料 ： 1,500円（保険代＋食事代）
※小学生以下のお子様は食事代が安くなります。
交流会のみ参加 1,400円 踊りのみ参加 100円
◇ 申 込 み 方 法 ： 申込用紙に必要事項を記入のうえ、郵送・ファックス・
E-mailにてお申込みください。
◇申込締切：7月13日（金）
◇ 申 込 み ・ 問 合 せ ： 宮崎市国際交流協会
TEL:0985-21-1719（平日9～17時）
FAX:0985-21-1733
Email:miyazaki-mcia@miyazaki-catv.ne.jp
HP: http://www.miyazaki-mcia.jp/

《小林市》

「日本語交流員養成講座～入門編～」
公益財団法人宮崎県国際交流協会では、本協会の目的でありま
す本県の国際化、地域の活性化を促進するために、寄附金を平成
30年4月1日から受け付けております。
寄附していただきました個人及び団体は税法上の優遇措置が受
けられます。寄附金の種類には、使途を特定しない一般寄付金と使
途を特定する特定寄附金があります。
皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
詳細については、下記までお問い合わせください。

小林市には、４００人以上もの外国人の方が暮らしているのをご存知
ですか？「日本文化について知りたい！小林の生活情報について知
りたい！日本語が学びたい！」そんな外国人住民の皆さんのお手伝
いをする、日本語交流員を養成します。外国語ができなくても大丈
夫！日本語で会話をしたり、活動したりするボランティアです。

◇日程：平成30年6月9日、6月23日、7月7日、7月21日 土曜日
◇会場：小林中央公民館
◇問合せ：(公財)宮崎県国際交流協会（担当：谷口）
◇ 対 象 ： 小林市内在住・在勤の日本語交流員の活動に
関心がある方、最近活動を始めた方など。
★外国語能力は不要です（定員15名程度）
◇ 申 込 み ・ 問 合 せ ： 小林市役所地方創生課
文化・芸術やスポーツなどの分野で、台湾の民間団体との交流をお考
国際化推進コーディネーター 満留・フックス
えの皆さんに台湾の方々との「出会いの場」を提供します。
TEL:0984-23-1148 FAX:0984-23-6650
◇内 容：宮崎側の団体代表者を台湾へ派遣し、また、台湾側の
Email:k_kokusaika@city.kobayashi.lg.jp
団体代表者を宮崎に受け入れ、交流実現に向けた協
議等を行います。
「ドイツ大使館主催絵画コンテスト 2018
◇日 程(予定)：台湾への派遣：平成30年12月12日(水)～15日(土)
台湾からの受入：平成31年1月30日（水）～2月2日（土） 『わたしのドイツ』絵画教室」
◇募集団体：6団体（１団体2名まで） ◇参加費：40，000円
国際化推進コーディネーターであるシャネットさんと一緒に、ドイツ大
◇締 切:7月13日(金)まで
使館主催の絵画コンテストに応募する絵を描いてみませんか？
※申込方法は宮崎県オールみやざき営業課まで
◇開催日：平成30年7月7日、7月28日 土曜日
お問い合わせください。
◇ 対 象 ： 小林市内の小学生（定員20名程度）
◇申込み・問合せ:宮崎県オールみやざき営業課
国際交流・旅券担当
◇ 申 込 み ・ 問 合 せ ： 小林市役所地方創生課
Tel:0985-44-2623
国際化推進コーディネーター フックス・里岡・満留

♪プラザニュース 中国語版より

県国際交流員
ゴー ・ イーリ

先月一番話題になったことは恐らく「米朝首脳会談」でしょう。「2018米朝首脳会談」はシンガポールのセントーサ島で行われ、シ
ンガポールにとって、とてもいい宣伝機会になりました。昔私たちシンガポール人に対して、こんな質問がありました。「シンガ
ポール？それは中国のどこですか？」シンガポールは東南アジアで、中国は東アジアなのに、この差もわか
らない人たちは家に帰って地理学を復習したほうがいいと思います。今回注目されたシンガポールは二週
間の間でたくさん工夫をして、全てを手配しました。こんなに頑張ったのに、国のPRをしないともったいない
でしょう？日本人の友達の話によると、6月12日に全てのチャンネルがずっと会談の生放送をしていました。
しかし、それはシンガポールだからこそこんな大事になったんです。私たちはこの歴史的な会談がこの小さ
な島国で行われたことを世界中の人々に知らせたいんです。普段外国を誉めない北朝鮮も珍しくシンガ
ポールを絶賛したおかげで、他の国もシンガポールに感心しました。私はシンガポール人として、今回の会談
の成功を非常に誇らしく思っています。自分の祖国の国際的な発展も改めて実感したし、シンガポール人とし
て生まれてよかったと思います。
カリーノ宮崎９階の宮崎県国際プラザでは、プラザ内にあるパソコンでインターネットを30分無料でご利用いただけます。
また現在、英字新聞やタガログ語の新聞を無料配布しています。
詳しくは、（公財）宮崎県国際交流協会までお問い合わせください。

