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地域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を
養成する講座です。

＜①基礎講座

オンライン＞

◇日

時：6/11、6/18、6/25、7/2
7/9、7/16、7/23
毎週土曜日 全7回 13:30～15:30
◇場 所：オンライン（Zoom）
◇定 員：20名（応募多数の場合は抽選）
◇内 容：地域日本語教室について・日本語教育の実際・異文化
間コミュニケーション・生活言語としての日本語・やさしい日本
語の活用など
◇対 象：原則として宮崎県在住で全7回参加できる方で、多文化
共生や日本語学習支援に関心がある方、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。
◇申込方法：以下のフォームからお申し込みください。
https://forms.gle/dR671CqmE3L4E7k7A
◇締 切：6月3日（金）
◇問合せ:（公財）宮崎県国際交流協会（担当：矢野）

＜②スキルアップ講座

日南市＞

※申込方法などの詳細は協会HPに随時掲載していきます。
◇日 時：7/16、7/23、7/30、7/31、8/6
土曜日・日曜日 全５回 13：30～16：30
◇場 所： 日南市生涯学習センター まなびピア
◇定 員： 15名（予定・応募多数の場合は抽選）
◇受講料： 無料
◇内 容：日本語学習支援について・異文化理解と異文化コミュ
ニケーション・地域日本語教室に向けて・実践・振り返り
◇受講対象者：原則として全５回参加できる方で、日本語学習支
援者養成講座を修了した方、日本語学習支援をしている方、日本
語学習支援や多文化共生に関心のある方、受講後当協会の日本語
学習支援者として活動、協力していただける方。
◇申込方法・締切：詳細は協会HPでご確認ください。
◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：矢野）

日本語や外国語で県の国際交流員と楽しくお話しませんか？
◇日
◇締

時：6月16日（木）18:00～19:00
切：6月11日（土）

◇日 時：6月17日（金）18:00～19:00
◇締 切：6月14日（火）
※申し込みは電話、来館、メールにて受け付けます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため少ない人数（4人）で開
催します。参加回数の少ない方を優先します。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては変更・中止する場合が
あります。ご了承ください。
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：小原）

県国際交流員や中国語圏・韓国出身のボランティアさんと中国語
や韓国語でおしゃべりしましょう！

＜中国語＞
◇日
◇場
◇定
◇対
◇締

時：7/16、7/23、7/30、8/6、8/20、8/27
土曜日 全6回 10:30～11:30
所：カリーノ宮崎 地下1階
員：5名（応募多数の場合は賛助会員を優先）
象：中国語で日常会話が可能な方
你好！
切：7月5日（火）

＜韓国語＞
◇日
◇場
◇定
◇対
◇締

時：７/7、７/21、8/4、８/18、9/1、9/15
木曜日 全６回 18:00～19:00
所：カリーノ宮崎 地下1階
員：5名（応募多数の場合は賛助会員を優先）
象：韓国語で日常会話が可能な方
안녕하세요!
切：6月28日（火）

☆受講料：賛助会員・学生 1,000円（6回）
非会員
3,000円（6回）
中学生以下
５00円（６回）
☆申込方法：氏名・住所・電話番号・メールアドレスを、来館、
電話、Faxまたはメール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
（担当 中国語：上坂 韓国語：淡路）
※ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 感 染 状 況 に よ っ て は、オ ン ラ イ ン
（Zoom）での開催になる場合があります。ご了承ください。

中国南部の福建省は、美食で溢れる中国８大料理の１つ「福建料
理」、世界遺産「福建土楼」をはじめとする歴史的街並みのある
観光スポットで有名です。そんな福建省から日本へ移り宮崎で暮
らす、張 勁恒さんから、福建省を中心とした中国の文化や社会
事情についてお話を聞いてみませんか？
◇日 時：7月9日（土） 14:00～16:00
◇場 所：カリーノ宮崎 地下1階 会議室
◇講 師：張 勁恒(チョウ ケイコウ）氏
◇定 員：15名（応募多数の場合は抽選）
◇参加費：無料
◇申込方法：氏名・住所・電話番号・メールアドレスを、来館、
電話、Faxまたはメールにてお申し込みください。
◇締 切：7月1日（金）
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：上坂）
※ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 感 染 状 況 に よ っ て は、オ ン ラ イ ン
（Zoom）での開催になる場合があります。ご了承ください。

県内の民間団体が国際交流事業を行う場合、次の条件により事
業費の一部を補助します。
希望される団体は申請関係書類をお送りしますので、ご連絡く
ださい。事業内容等を審査し、交付団体を決定します。補助金は
精算払いにより交付します。
◇対象事業：団体が行う県民の国際交流の推進に寄与する先駆
的・効果的な事業で、原則として一般県民が参加できる事業、又
は、一般県民への波及効果があるもの。
◇対象経費：上記事業の実施に必要な経費（団体運営費は除く）
◇補助金：事業費の2分の1以内(限度額10万円)
◇申請締切日：6月末日
◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当:小倉）

地域の人たちと日本語で楽しく話しましょう！
だれでも参加できます。無料です。
◇テーマ：災害に備え、対応しよう
◇日 時：6月26日（日）13:30～15:30
◇場 所：美々津中学校 体育館
◇定 員：20名
◇申し込み方法：名前、電話番号、国、日本語のレベルを教えて
ください。
◇申込み・問合せ：日向市役所 TEL: 0982-66-1005
（公財）宮崎県国際交流協会 TEL: 0985-32-8457

外国人の方を対象に日本語講座を開催します。
学生でない方も参加できます。
◇日

時：6月1日（水）～
水曜日 16：15～18：15 全30回（予定）
◇場 所：宮崎大学木花キャンパス
◇対 象：＜初級＞日本語を初めて学ぶ方
＜初中級＞ひらがな・カタカナが読める方
◇定 員：各10名 ◇教科書代：2,640円
◇受講料：無料 ※教科書代が必要です
◇申込み：https://forms.gle/rhahSBHu7M2guezJ9
◇問合せ：宮崎大学国際連携課留学生交流係
TEL: 0985-58-7134
E-mail: ryugaku@of.miyazaki-u.ac.jp

時：６月６日（月）～10月3日（月）
毎週月曜日 19:00～21:00
オリエンテーション1回・授業15回
◇対 象：協会の日本語講座初級2か3を修了した方、JLPTの
N5相当の日本語レベルの方
◇定 員：10名 ◇教科書代：2,420円
◇受講料：無料 ※教科書代が必要です
◇申込み：https://forms.gle/1hs3QmVh465cauS49
◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：矢野）

生活の中で困っていることを英語と中国語で相談できます。
※予約制ですが、当日でも対応します。
※新型コロナウイルスの状況によってはキャンセルになる場合
があります。
◇日

時：＜英 語＞6月11日（土） 14:00～16:00
＜中国語＞6月25日（土） 14:00～16:00
◇場 所：みやざき外国人サポートセンター
（オンライン（ZOOM)可） ◇定 員：各4名
◇申込み・問合せ：みやざき外国人サポートセンター
（カリーノ宮崎 地下1階）
TEL: 0985-41-5901 FAX：0985-41-5902
E-mail: support@mif.or.jp

◇日

◇日 時：10:30～11:30
［水曜日］6/1、6/8、6/15、6/22、6/29
［金曜日］6/3、6/10、6/17、6/24
◇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：矢野）

♪プラザニュース

韓国語版より

生活していてわからないこと、困っていることを相談できま
す。自分の国の言葉で相談できます。（翻訳機、電話通訳を使
うことができます。秘密は守ります。
※予約制ですが、当日でも対応します。
※新型コロナウイルスの状況によってはキャンセルになる場合
があります。その際はオンライン（Zoom）での相談を受け付け
ます。
◇日 時：6月17日（金）13:00～15:30
◇場 所：宮崎市佐土原総合文化センター 研修室（西）
◇申込方法：予約優先。直接来られても対応可
（※一人30分まで）
前日までにメールかFAXで ①名前、 ②連絡先（電話番号）、
③相談したいこと 、④相談に使う言葉を教えてください。
◇申込み・問合せ：みやざき外国人サポートセンター
（カリーノ宮崎 地下1階）
TEL: 0985-41-5901 FAX：0985-41-5902
E-mail: support@mif.or.jp

＜宮崎の初印象と「てげてげ」＞

県国際交流員
ヤン ヘジョン

はじめまして！4月21日から県の新しい国際交流員として赴任しました、ヤン・ヘジョンです。
初めて宮崎の写真を見て驚いたのは、街にずらっと並んでいるフェニックスパームツリーでした。そしてマンゴーが特産品？
1年間、東西南北を山に囲まれている長野県で生活した私としては、すごく見慣れない風景でした。しかし、宮崎に来て約3週間が
経った今、宮崎の日差しと美味しい料理、優しい人々、私が好きなものが一杯で、宮崎が大x2000好きになりそうです！
宮崎では「てげ」という方言があると聞きました。韓国語の「되게(テゲ)」と発音も、意味も一緒ですが、「てげてげ」は「適
当に」に意味が全く変わることは、「てげ」が2回になるほど頑張らなくてもいいよ～!という意味が含まれているのではないかと
勝手に考えてみました。
韓国での私は完璧主義者でした。仕事でも日常生活でも完璧を求めて全てのことに「てげ」頑張っていた私でしたが、宮崎では
余裕を持ち、完璧ではなくても自分なりの方式で「てげてげ」宮崎を楽しんでいきたいと思います。もちろんこのコラムを通して
韓国の色々も皆さんに紹介したいです！
九州と宮崎は初めてで、知らない部分が多いです。宮崎の食べ物、観光地、方言、何でも良いので私に色々教えてください！
―宮崎についてもっともっと、てげ知りたいへジョン―

