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＜みやざき外国人サポートセンターからのお知らせ＞
外国人のための生活相談会（韓国語）
生活の中で困っていることを韓国語で相談できます。
※予約制ですが、当日でも対応します。
◇日 時：8月22日（土） 10:00～12：00
◇場 所：みやざき外国人サポートセンター
◇定 員：4名
◇申込み・問合せ:みやざき外国人サポートセンター
TEL: 0985-41-5901
FAX: 0985-41-5902
E-mail: support@mif.or. jp

日本語講座初級

日南市

日本語学習支援者養成講座(日南市)
※要申込み・受講無料
日南市や串間市に住む外国人住民の日本語学習をサポート
してくださる方向けの講座です。外国人住民の現状や異文
化コミュニケーションのコツ、多文化共生、そして日本語
教育の多様性を学び、日本語学習支援について理解を深め
ましょう。
◇日

時：9/5、9/12、9/26、10/3、10/10、
10/17、10/24、10/31 土曜日 全８回
13:30～16:05

◇場

所：日南市生涯学習センター

◇講

師：宮崎国際教育サービス株式会社
長友 和彦 氏、梅村 崇志 氏、原田

※要申込み

日本語を初めて勉強する方、ひらがな・カタカナから学び
たい方向けに日本語講座を開催します。
時：9月2日（水）～12月4日（金）全25回
毎週水曜日・金曜日 10:00～11:50
※９/1１、１1/４、１１/６は休み
◇場 所：日南市南郷ハートフルセンター
◇受講料：無料 ※教科書代がいります
◇教科書：「いっぽにほんごさんぽ 初級1」
◇申込方法：申込用紙を書いて、8月20日までに①～③
の方法で申し込んでください。
①メール（miyainfo@mif.or.jp）②郵便 ③FAX
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会 （担当：小原）

まなびピア

会議室

真理 氏

◇受講対象者：原則として８回参加できる方で、日本語学
習支援に興味がある方、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

◇日

◇定員：１０名（定員を超えた場合は抽選）
◇申込方法：8月21日（金）までに所定の申込書（HPよ
りダウンロードできます）にご記入の上、メール・FAX・
郵送・来館にてお申込みください。
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会 （担当：小原）

日本語講座 初級１ 後期（宮崎市） ※要申込み
日本語の初級講座を開催します。ぜひご参加ください。

日本語講座初級

延岡市

※要申込み

日本語を初めて勉強する方、ひらがな・カタカナから学
びたい方向けに日本語講座を開催します。
◇日

時：9月3日（木）～12月10日（木）全25回
毎週月曜日・木曜日 9:30～11:20
※９/２１、１０/１９、１１/１６、11/23は休み
◇場 所：延岡市社会教育センター
◇受講料：無料 ※教科書代がいります
◇教科書：「いっぽにほんごさんぽ 初級1」
◇申込方法：申込用紙を書いて、8月21日までに①～③
の方法で申し込んでください。
①メール（miyainfo@mif.or.jp）②郵便 ③FAX
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会 （担当：小原）

◇日

時：9月24日（木）～12月22日（火）全25回

毎週火曜日・木曜日 １0:10～12:00
◇場 所：カリーノ宮崎 地下1階
◇対 象：初めて日本語を学ぶ方
◇受講料：無料 ※教科書代がいります
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：淡路）

外国人のための日本語れんしゅう会
※参加費無料、事前申込み不要
◇日

時：10:30～11:30
［水曜日］8/5・8/19・8/26
［金曜日］8/7・8/21・8/28
※8/12（水）、8/14（金）は休み
◇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：川添）

新型コロナウイルス感染の状況によっては、講座の予定変更や中止も考えられます。ご了承ください。
最新の情報は協会ホームページ・Facebook でご確認ください。

サタデー英語チャット 後期 初級 ※要申込み

外国人のための防災セミナー ※要申込み・参加無料

初心者大歓迎のチャット(おしゃべり)クラスです。

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：10/10、10/24、11/7、11/21、12/19、1/16
土曜日 １0:30～11:30 全6回
◇場 所： カリーノ宮崎 地下1階
◇定 員：15名（応募多数の場合は賛助会員・初めての方優先）
◇受講料： 賛助会員・学生 1,000円（6回）
非会員 3,000円（6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・Faxでお申し込みの際には件名
を「英語チャット（初級）」と明記してください。
◇締 切：9月19日（土）
◇申込み・問合せ :（公財）宮崎県国際交流協会（担当：川添）

サタデー英語チャット 後期

中・上級 ※要申込み

今まで学習してきた英語を使って、いろいろな国の人と英語でお
しゃべりしましょう！
◇日

時 : 10/3、10/17、10/31、11/14、12/12、1/9

土曜日 １0:30～11:30 全6回
◇場 所 : カリーノ宮崎 地下1階
◇定 員 : 15名（応募多数の場合は賛助会員・初めての方優先）
◇受講料 : 賛助会員・学生 1,000円（6回）
非会員 3,000円（6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・Faxでお申し込みの際には件名
を「英語チャット（中・上級）」と明記してください。
◇締 切 : 9月26日（土）
◇申込み・問合せ :（公財）宮崎県国際交流協会（担当：淡路）

国際ふれあいチャット韓国語 後期 ※要申込み
韓国出身の国際交流員やボランティアさんと韓国語の会話を楽し
みましょう。
◇日

時：9/24、10/8、10/22、11/5、11/19、12/3

木曜日 18:00～19:00 全6回
◇場 所：カリーノ宮崎 地下1階
◇定 員：15名（応募多数の場合は賛助会員・初めての方優先）
◇締 切：9月5日（土）
◇受講料：賛助会員・学生 1,000円（6回）
안녕하세요
非会員 3,000円（6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・Faxでお申し込みの際には件名を
「韓国語チャット」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：織部）

♪プラザニュース

◇日
◇場
◇対

時：10月24日（土） 13:00～15:30
所：宮崎市消防局宮崎東諸県広域防災センター
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、煙体験、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：淡路）

第15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。皆さんの感じる宮崎を表現した
作品をお待ちしています！
◇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、手工芸（動画は除く）
◇出品点数：各部門1人2点以内
◇サイズ：50cm×50cm以内
◇表 彰：来場者の投票により選ばれた各部門の上位入賞
者に賞品と賞状が贈られます。
◇応募締切：10月31日（土）
◇問合せ：(公財)宮崎県国際交流協会(担当：織部・淡路)

宮崎県国際プラザカウンターボランティア募集
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ご記入のうえお申
し込みください。
◇対 象：県内在住で18歳以上の方
◇活動期間：令和２年10月１日（木）～令和３年3月3１日（水）
◇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
◇締 切：9月５日（土）
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会
（担当：織部）

中国語版より
日本に興味を持つようになった理由

県国際交流員
チャン ウェイ ペン（スカイ）

知らないうちに、宮崎の生活はもう一年経ちました！この一年間に、“なぜ日本に興味を持ちましたか？”、“日本に引っ
越した理由は？”といった質問が何回かありました。私が日本に興味を持つようになった理由は結構ありふれた理由です。それ
は、アイドルです。シンガポール少女がK-popにハマる前にJ-popが流行りました。私も小学校時代、テレビで“金田一少年の
事件簿”、“魔女の条件”、“スラムダンク”、“カードキャプターさくら”などの日本番組を見ました。中学校時代に、友達
の影響でSMAP、KinKi Kidsなどのジャニーズアイドルのファンになりました。インターネットのダウンロードスピードがカタ
ツムリのような遅さの時代に、画質が悪い日本番組を見て、もし日本語を習得すれば、ファングループの翻訳を待たずに、もっ
と早く番組を見られると思いました。さらに、番組を見るうちに、だんだん日本の文化や社会問題にも興味を持つようになり、
視野を広めるため海外に留学や就職する考えも芽生え始めました。日本アイドルのおかげで、たくさんの友達
と出会い、新しい言語を習得し、海外の文化も体験しました。もしアイドルがなければ、大学で“日本研究”
を専攻し、福岡に留学、そして広島と宮崎に就職することはなかったでしょう。アイドルやアニメに夢中にな
ることは親の大半は賛成しないと思いますが、将来に役に立つこともあると思います。アイドルに結構お金を
使いましたが、それを学費と思うなら、価値が十分あると思います。

