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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 

外国人のための日本語れんしゅう会   

※事前申込み不要、参加費無料 
◇日 時：10:30～11:30 
［水曜日］10/2、10/９、10/16、10/23、10/30 
［金曜日］10/4、10/１１、10/18、10/25 
     ◇場 所：カリーノ宮崎 地下1階  
◇問合せ：(公財)宮崎県国際交流協会（担当：中島） 

日本語学習支援者養成講座（宮崎市） 

日本語学習支援者養成基礎講座（延岡市） 

 ※要申込み・受講無料 

 地域に住む外国人の日本語学習をお手伝いし

たい方向けの講座です。学習者である外国人へ

の理解を深め、異文化コミュニケーションや日

本語について学び、日本語学習支援とはどのよ

うなものか一緒に考えてみませんか。 
 

＜宮崎市＞ 
◇日 時：11/2、11/9、11/16、12/7、12/14 
     12/21、1/11、1/18 土曜日 

     全8回 1３:30～1６:０５（※45分✕3コマ） 

◇場 所 : カリーノ宮崎  地下1階 
  

＜延岡市＞ 
◇日 時：1２/１、1２/８、1/1５、1/２２ 日曜日 

       全４回 1３:30～1６:０５（※45分✕3コマ） 

◇場 所 : 延岡市中小企業振興センター 会議室２ 
 

※詳しいカリキュラムはお問い合わせいただくか、協会

HPをご覧ください。 
 

◇講 師：長友 和彦 氏 （宮崎大学名誉教授） 
     梅村 崇志 氏 （宮崎大学非常勤講師） 
     眞榮田 義正 氏（宮崎大学非常勤講師） 
◇受講対象者:原則として8回（宮崎市）もしくは４回（延
岡市）参加できる方で、日本語学習支援に興味がある方、
活動を始めたばかりの方、受講後当協会の日本語学習支援
に協力していただける方 
◇定 員 :  各20名   
◇締 切： 宮崎市 10月18日（金） 
      延岡市 11月15日（金）  
◇申込方法：所定の申込書（HPよりダウンロードできま 
                  す）にご記入のうえ、メール・Fax・郵送に 
                  てお申し込み下さい。   
◇申込み・問合せ:（公財）宮崎県国際交流協会 
             （担当：小原） 

外国人のための日本語講座 初級・初級２ 

※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。ぜひご参加ください。 

◇日 時：9月３日(火)～11月28日(木) 全25回 

      毎週火曜日・木曜日   

     初級  １0:10～12:00    

     初級２ １2:40～14:30 

◇場 所：カリーノ宮崎 地下1階      

◇対 象：初級 初めて日本語を学ぶ方 

       初級２ ひらがな、カタカナが読める人  

◇受講料：無料 ◇教科書代：￥２,１６０(税抜) 

◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会 

             (担当：淡路) 

賛助会員募集！  
   年会費    法人 １０，０００円  

           個人  ２，０００円 

外国人のための防災セミナー ※要申込み・参加無料 
２０１９年７月に集中豪雨で日南市、都城市に避難勧告が

発令されました。日本は地震や台風など、自然災害が多い

国です。もしもに備えて必要な防災知識を学びましょう！

あなたのまわりの外国人住民にお知らせください。 

◇日 時：10/26（土） 13:00～15:30  

◇場 所：宮崎市消防局宮崎東諸県広域防災センター 
◇対 象：県内在住の外国人・留学生とその家族 
     （日本人同伴可） 
◇内 容：災害の話、起震車体験、防災アプリの紹介など 
◇申込方法:所定の申込用紙をFax、郵便、E-mailにて 
      当協会までお申込みください。 
◇申込み・問合せ:（公財）宮崎県国際交流協会 
              （担当：中島） 

第１４回アートフェスティバル  

「外国人が見た宮崎」作品展  作品募集！ 
宮崎県内在住の外国人、または外国にルーツのある方々の

アート作品を募集します。 

◇日 時：11/20 (水) ～11/30 (土) 

◇テーマ：「宮崎」 

◇応募資格：原則として宮崎県に住んでいる外国人、 

      または外国にルーツのある方 

◇部  門：写真、絵画、書道、その他 

◇応募締切：１０月１９日（土） 

◇授賞式：１１月30日（土） 

◇場 所：カリーノ宮崎 地下1階 

◇問合せ：(公財)宮崎県国際交流協会(担当:淡路・川添) 

こんにちは 



萍水相逢 はじめまして 

JICAデスク宮崎からのお知らせ 

SDGs 人 材 育 成 フ ァ シ リ テ ー タ ー 入 門 講 座

（JICA九州開発教育指導者研修） 
 グローバル人材育成に関心があり、受講後に実践してみ

たいと思う方であればどなたでも参加可能です。「持続可

能な社会の創り手」を育てるための手法を身につけてみま

せんか？学生さんも大歓迎です。 

◇日 時：2019年10月5日（土）13：30～16：30 

◇場 所：KITENビル（JR宮崎駅横） 

◇問合せ：NPO法人九州海外協力協会  TEL:092-710-5310 

≪「JICA海外協力隊相談会・協力隊ナビ」を毎

月開催致しております！≫ 
 JICAデスク宮崎・宮崎県海外協力協会（MOCA）よ

り、「JICA海外協力隊」に興味のある方や応募を考えて

いる方へ向けた相談会を毎月開催しております。申し込み

不要ですので、当日直接会場までお越し下さい。お待ちし

ております！ 

◇日 時：2019年10月18日（金）18：30～19：30 

◇場 所：（公財）宮崎県国際交流協会内国際プラザ 

     （カリーノ宮崎地下1階） 

◇問合せ：JICAデスク宮崎：田代 TEL:0985-32-8457 

編集後記 
国際交流で必要とされるもの、多文化共生で求めら

れるもの、日々の協会の仕事で常に考えさせられる課

題で、多くの方が言語の理解を挙げられるのですが、

私は、言葉なくして共感することができるスポーツや

芸術の力はまさに国際交流の特効薬、魔法だと思って

います。 

宮崎県はスポーツランドみやざきと銘打つように、

プロ野球のキャンプやオリンピアンたちの合宿が年々

増加傾向にあり、先月にはサーフィンのオリンピック

選考会に位置するワールドサーフィンゲームスが開催

されました。 

皆さん、宮崎県のホストタウンはご存知ですか？東

京2020オリンピック・パラリンピックに向け、人

的・経済的・文化的な相互交流を図るため、宮崎県は

イギリス、カナダ、イタリア、ドイツのホストタウン

として登録されています。スポーツや文化で体感でき

る国際交流理解イベントにイオンまで足を運んでくだ

さい。Y  

外国人のための生活・法律相談会 
 

 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：小倉） 

国際理解講座を開催予定 
 11月3日(日)、4日(祝日)にイオンモール宮崎において

オリンピック・パラリンピックの応援イベントが開催され

ます。そのなかで、宮崎県のホストタウン相手国であるド

イツ、イタリア、カナダの国際理解講座を３日（日）に開

催予定です。皆さん参加型のイベントを企画中なので、お

楽しみに！！ 

 

在住外国人生活相談員による「生活相談事業」のお

知らせ ※無料、随時受付中 
 

   県内外国人住民の生活に関する相談がある場合、通訳サポー

ト（英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、タガログ

語、ベトナム語）を必要に応じて生活相談員を紹介します。

ただし、法律問題など専門的な相談は対象外です。ご相談が

ある方は、(公財)宮崎県国際交流協会へお電話下さい。 
＜相談員＞ 
 英語:高島 身知子 氏     中国語:谷口 玉英 氏  
 韓国/朝鮮語 : 遠藤 礼子氏  ポルトガル語:野崎 里美 氏   
タガログ語 : 小川 ジョイス 氏  ベトナム語 : チャンティトゥアン氏 
◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会 
     （担当：小倉） 

えびの市国際交流まつりマルシェ出店者募集！ 
 

 市外の方、海外の方も参加大歓迎です。皆さんの自慢

の手づくりのものなどを出店してみませんか？ 

◇日 時：令和元年１１月１０日(日) 9:30～15:00    

◇場所/問合せ：えびの市国際交流センター 

                       Tel:098４ｰ35-3211 

           Fax:098４ｰ35-3215 

                Email:ebino-kokusai@chic.ocn.ne.jp 

他団体からのお知らせ 

  県国際交流員   

 チャン ウェイ ペン（スカイ） 

 皆様、はじめまして。シンガポールから参りましたスカイと申します。カリンさんの後任で、8月から宮崎県の

国際交流員として就任しました。実は、JET Programmeへの参加は今回で2回目になります。以前は2年間、広

島の呉市でALTを勤めていました。ALT時代に世界中の友達に出会い、日本の文化を体験し、そして数えきれな

いほどの思い出を作れました。宮崎でも同じ経験が出来ることを心から願っています。 

 最後に、今回の目標を共有したいと思います。それは、「work hard, play hard」です。仕事で全力を尽く

し、プライベートの時間も最大限に楽しみたいです。皆様のおすすめをぜひ聞かせてください。よろしくお願いい

たします。 


