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★へジョンさん（日本語・韓国語）
◇日

時：9月22日（木） 15:00～16:00

◇場

所：カリーノ宮崎 地下1階

◇定

員：4名（参加回数の少ない方を優先し先着順）

◇締

切：9月17日（土）

宮崎県国際プラザ

※申し込みは電話、来館、メールにて受け付けます。
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：淡路）

さまざまな国から来たボランティアさんと英語でおしゃべりしま
しょう！

＜宮崎市＞
◇日 時：10/1、10/15、10/29、11/12、11/26、
12/10
土曜日 全6回 10:30～11:30
◇場 所：カリーノ宮崎地下1階
◇定 員：5名（応募多数の場合は賛助会員を優先）
※ 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。

＜オンライン＞
◇日
◇場
◇定

時：10/8、10/22、11/5、11/19、12/3、
12/17
土曜日 全6回 10:30～11:30
所：オンライン（Zoomを使用します）
員：10名（応募多数の場合は賛助会員を優先）

象：英語で日常会話が可能な方
オンライン受講はZoomの利用が可能な方
★参加費：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。
★締 切：9月２1日（水）
★申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会
（担当 宮崎市：淡路 オンライン：小原）

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：日本語で楽しく話しましょう！～防災～
◇日 時：9月18日（日） 13:30～15:30
◇場 所：創客創人センター
◇定 員：15名
◇申込方法：名前、電話番号、国、日本語のレベルをメールまた
はFAXで教えてください。
◇締 切：9月10日（土）
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：矢野）

◇日 時：
［水曜日］10:30～11:30 9/7、9/14、9/21、9/28
［金曜日］10:30～11:30 9/2、9/9、9/16、9/30
［土曜日］14:30～15:30 9/3、9/10、9/17、9/24
◇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）

宮崎県在住で、日本語を勉強したい方に日本語ボランティアを紹
介します。学習の場所や時間、内容は学習者とボランティアで決
めます。
◇対 象：県内在住で日本語を勉強したい方
◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：矢野）

★対

台湾台北出身の椎葉玲子さんによるお話です。お話を聞けばあな
たも台湾へ旅行したくなるでしょう！
◇日 時：10月29日（土） 14:00～16:00
◇場 所： 宮崎市中央公民館 2階 中研修室
◇講 師： 椎葉 玲子 氏
◇定 員： 25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：10月18日（火）
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：上坂）

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：10月4日（火）～ 1月17日（火）
毎週火曜日・木曜日
全25回
初級1 10:10～12:10
初級2 13:00～15:00
初級3 15:30～17:30
◇場 所：カリーノ宮崎 地下1階
◇対 象：初級1 初めて日本語を学ぶ方
初級2 ひらがな・カタカナが読み書きできる方
初級3 ひらがな・カタカナが読み書きでき、簡単な
会話ができる方
◇受講料：無料
◇教科書：2,376円
◇申込方法：申込書を記入の上、来館、Fax、メールで提出して
ください。
◇締 切：9月30日（金）
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：

原）

新型コロナウイルスの感染状況によっては、講座が中止や変
更になる場合があります。最新の情報は協会ホームページ・
Facebook でご確認ください。

地域で生活するときのコミュニケーションに必要な日本語を学び
ましょう！宮崎県に住んでいて、Zoomが使える人が参加できま
す。
＜初級１＞
◇日 時：10月4日（火）～1月19日（木）
毎週火曜日・木曜日 13:30～15:30
オリエンテーション1回・授業25回
◇対 象：初めて日本語を学ぶ方
◇定 員：8名
◇教科書代：2,640円
＜初級２＞
◇日 時：10月5日（水）～1月20日（金）
毎週水曜日・金曜日 10:00～12:00
オリエンテーション1回・授業25回
◇対 象：ひらがな・カタカタが読める方
◇定 員：10名 ◇教科書代：2,640円
＜初中級＞
◇日 時：10月17日（月）～2月13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
★申込み：

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。皆さんの心温まる作品をお待ちしています！
◇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。
◇テーマ：「宮崎」
◇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
◇応募締切：11月5日（土）
◇応募方法：郵送、持参、またはE-mail
申込用紙に氏名(フリガナ)・出身国・連絡先・作品名・素材・作
品の説明文(５０語以内)・応募部門等を記入し、作品に添付し
て応募して下さい。
◇作品提出先：（公財）宮崎県国際交流協会
◇展示期間：11月15日（火）～11月27日（日）
10:00～21:00 ※11月15日は13:00～
◇展示場所：宮交シティ 2階 ガリバー広場
◇表 彰：作品展では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。
※11月27日（日）に、宮交シティ3階の紫陽花ホールにて上位
入賞者の発表と表彰式を行います。
◇問合せ：(公財)宮崎県国際交流協会（担当：淡路）

※教科書代が必要です

★締 切：9月26日（月）
★問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：矢野）

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。
◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：上坂）

150年前に建てられた古い民家で、日本の楽器箏の演奏を聞いた
り、実際に箏を弾いてみませんか。
◇日 時：10月22日（土）14:00～15:30
◇場 所：民家園 古民家「椎葉」（宮崎県総合博物館）
◇講 師：藤田 順子 氏 他2名（あやね箏アンサンブル）
◇定 員：10名（先着順）
◇対 象：県内在住の外国人
◇参加費：無料
◇申込方法：①氏名、②電話番号・E-mail、③日本語のレベルを
電話、FAX、メール、来館のいずれかでお知らせください。
◇締 切：10月8日（土）
公財）宮崎県国際交流協会（担当：淡路）

♪プラザニュース 韓国語版より

宮崎県では、令和4年7月より防災情報の多言語配信を始めまし
た。電子メールで携帯電話やパソコンに配信します。登録・情
報料は無料です。ただし受信に係る通信料は利用者の負担とな
ります。
＜登録用メールアドレス＞

英語

中国語
簡体字

中国語
繁体字

韓国語

ベトナム語

県国際交流員
ヤン ヘジョン

先月(7月)の29日は、私が宮崎に来て100日目となる記念日でした！自分へのご褒美として、一人で小さなパー
ティーを開きました。
そう考えてみれば、韓国では100という数字を大事にしていると感じました。例えば、恋人同士は付き合ってから
100日目となる日を記念日にすることとか、伝統的には子どもの生後100日が経ったのをお祝いする行事「ぺギル」
があります。もしくは、大学受験の100日前から、受験までの日をカウントする文
化もあります。それはなぜでしょうか。
実は、韓国人である私もよく知らなかったことでありますが、今回のコラムのた
めに調べてみました。100という数字は、韓国で昔から「成熟、完全」を意味する
と伝えられてきたらしいです。なるほどですね！私も100日目を迎えながら少しは
成熟した国際交流員になったのでしょうか。(笑)
ちなみに韓国の恋人同士は200日目も300日目…もお祝いします。ですので、ま
た200日目となる日のご褒美を楽しみにしながら、これからもファイティン～!!!!!!!

