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日南市における在住外国人の多様な背景や日本語学習支援につい
て学び、これからさらにニーズが高まる日本語教室サポートに挑
戦してみませんか？
◇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
※7/31（日）は13:00～16:00
◇場 所： 日南市生涯学習センター まなびピア
※7/31（日）は創客創人センター
◇定 員： 15名（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、宮崎県内にお住まい
の方で、日本語学習支援者養成講座（基礎編）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
ていただける方など。
◇申込方法・締切：7月8日（金）までに以下のフォームよりお申
し込みください。https://forms.gle/L124X3aBW8U3LEBaA
◇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？
★マーシュさん（日本語・英語）
◇日 時：①7月15日（金）18:00～19:00
②7月29日（金）15:00～16:00
◇場 所：カリーノ宮崎 地下1階 宮崎県国際プラザ
◇締 切：①7月12日（火） ②7月26日（火）
★へジョンさん（日本語・韓国語）
◇日 時：①7月21日（木）15:00～16:00
②7月28日（木）15:00～16:00
◇場 所：カリーノ宮崎 地下1階 宮崎県国際プラザ
◇締 切：①7月16日（土） ②7月23日（土）
※②は小中高校生が対象です。小学生は保護者の送迎をお願いし
ます。
※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先着順）
※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）

「Philippines at a Glance（フ ィ リ ピ ン を さ っ と 見 て み よ
う！）」と題し、フィリピン出身のキャサリン・ボンサトさんに
フィリピンの文化や歴史、生活についてお話しいただきます。
（講座は英語と日本語で行われます）
◇日 時：7月31日（日） 9:30～11:30
◇場 所：宮崎市中央公民館 中研修室
◇講 師：キャサリン ボンサト 氏
◇定 員：15名（先着順） ◇参加費：無料
◇申込方法：氏名・住所・電話番号を、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22日（金）
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：淡路）

韓国出身のヤン・ヘジョンさんを講師に迎え、韓国の生活や文化
等についてお話ししていただきます。
◇日 時：8月20日（土） 14:00～16:00
◇場 所：カリーノ宮崎地下1階 会議室
◇講 師：ヤン ヘジョン 氏（宮崎県国際交流員）
◇定 員：15名程度（学生優先・先着順）
◇参加費：無料
◇申込方法：氏名・住所・電話番号・メールアドレス・学生の方
は学校名を、来館、電話、Faxまたはメールにてお申し込みくだ
さい。
◇締 切：8月 11日（木）
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：矢野）

災害が起きた時に、外国人支援に必要な知識を身に付け、外国人
支援の心構えや情報提供のあり方など外国人を支援するための方
法を学ぶための講座です。
◇日
◇場
◇講

時：9月10日（土） 13:30～15:30
所：都城市総合文化ホール
師：北御門 織絵 氏
（NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会 理事）
◇定 員：30名（応募多数の場合は抽選）
◇受講料： 無料
◇受講対象者：外国人支援や多文化共生に関心がある方
氏名・住所・電話番号を、来館、電話、Faxまたは
メールにてお申し込みください。
◇締 切：8月27日（土）
◇申込み・問合せ:（公財）宮崎県国際交流協会（担当：淡路）

令和3年6月末現在、宮崎県には7,566人の外国人住民が生活を
していますが、特に災害時には言葉や習慣の違いにより、必要な
情報や支援を得るのが困難になることが予想されます。講座で
は、災害時における外国人への支援方法、心構えなどを学び、災
害サポートボランティア登録への活動理解を深めます。
◇日 時：9月17日（土）13:00～16:15
◇場 所：宮崎市中央公民館 大研修室
◇内 容：災害サポートボランティアについて、災害時･避難所
での外国人対応について、外国人との合同ワークショップ
◇講 師：岩城 あすか 氏
（一般財団法人自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー）
◇定 員： 10名（応募多数の場合は抽選）
◇受講料： 無料
◇受講対象者：外国人支援や多文化共生に関心がある方
氏名・住 所・電話 番 号 を、来 館、電 話、Fax ま た は
メールにてお申し込みください。
8月30日（火）
◇申込み・問合せ:（公財）宮崎県国際交流協会（担当：上坂）

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

◇日 時：
［水曜日］10:30～11:30 7/6、7/13、7/20、7/27
［金曜日］10:30～11:30 7/1、7/8、7/15、7/22、7/29
［土曜日］14:30～15:30 7/2、7/16、7/23、7/30
◇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）

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：2022年10月4日（火）～2023年3月31日（金）
◇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）
◇活動場所：カリーノ宮崎地下１階 宮崎県国際プラザ
◇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。
生活の中で困っていることをベトナム語と韓国語で相談できま
◇申込締切：9月3日（土）
す。ベトナム、韓国出身の生活相談員が話をききます。
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：淡路）
※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：＜ベトナム語＞ 7月9日（土） 14:00～16:00
＜韓国語＞
7月23日（土） 14:00～16:00
地域の人たちと日本語で楽しく話しましょう！
◇場 所：みやざき外国人サポートセンター
だれでも参加できます。無料です。
（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
◇テーマ：日本語で楽しく話しましょう！
（カリーノ宮崎 地下1階）
◇日 時：7月31日（日）13:30～15:30
TEL：0985-41-5901 FAX：0985-41-5902
◇場 所：創客創人センター
◇定 員：15名
E-mail： support@mif.or.jp
◇申し込み方法：名前、電話番号、国、日本語のレベルをFAXか
メールで教えてください。
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：矢野）

地震や台風といった自然災害の多い日本、自分と周りの人の命を
守るためにもぜひ受講して災害に備えましょう！
◇日 時：9月17日（土）13:00～16:15
◇場 所：宮崎市中央公民館 大研修室
◇対 象：県内在住の外国人
災害についてのお話、避難所を知る、
119番通報練習、日本人とのワークショップ
◇定 員： 20名（応募多数の場合は抽選）
◇受講料： 無料
◇申込方法 :所定の申込用紙に、氏名･住所･連絡先を記入の上、当
協会へ郵送してください。
◇締 切：8月30日（火）
◇申込み・問合せ
（担当：上坂）

♪プラザニュース 英語版より

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
があります）。秘密は守ります。
※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。

＜清武町＞

◇日 時：7月13日（水）13:00～15:30
◇場 所：清武総合支所
＜都城市＞ ◇日 時：7月15日（金）13:00～15:30
◇場 所：都城市コミュニティセンター
◇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

県国際交流員
マーシュ グレアム

御機嫌いかがでしょうか？今回のタイトルで使ってみた台詞は、クラシックの映画の名言中の名言ですね。あの映画、ご存じで
しょうか？もちろん『カサブランカ』からです！私の最も好きな映画の一つなのですが、最近また観まして、人間というものは、ど
うして映画や物語のことがそんなに好きなのか、ということについて考えました。学者によりますと、架空の人物を通して私たちの
空想を生きる、普段行けない場所に行く、退屈な生活の中でできないことをする、ただの現実逃避にすぎないことだと考えている人
も少なくないそうです。しかし、本当にそうであるのでしょうか、私はあまり自信がないのです。なぜかと言いますと、（コロナの
ことはさておき、）遠いところまで行くこと自体が、『カサブランカ』の時代と比べると大変楽になりましたし、アクション映画の
ヒーローみたいに車やバイクの乗り方、武道、武器の使い方なども、誰でも学ぶことができるからです。まぁ、映画や物語で簡単に
できますが、現実はそうでもないことも色々ありますね。例えば、タイムトラベル、魔法、対幽霊レーザーでビルほどの大きさのマ
シュマロのPRキャラの退治、等々。しかし、映画や物語の愛がただの現実逃避であれば、どうして映画の現実主義にうるさい人が
そんなにいるのでしょうか？洞窟画などの先史時代から残っているものから分かるように、人類の最初の文化的なものの一つは物語
をシェアすることでしたので、私たちがそれを好むのは、手を差し伸べてつながり、コミュニケーションを取ろうとする人間の根本
的な本能から来たのではないかと考えられています。
やはり人間というのは、社会的な動物です！そういう理由で、パンデミック中の動きの制限などが大変だという意
見をお持ちの方が多くいらっしゃるでしょう。というわけで、もし長い間会っていない人がいれば、ぜひまた連絡を
取り、お互い最近何をしているのか、物語をシェアしてください！そして、我々の現実逃避の意欲を刺激するため
に、ぜひ飾りとしてカーチェースシーンや心を盗む台詞を入れてみるのがいかがでしょうか？それは少なくともあな
たを笑わせてくれるでしょう！

