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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 

  

★ユーディンさん：シンガポール出身（日本語・中国語） 

◇日 時：10月18日（火） 15:00～16:00 

◇締 切：10月13日（木） 
   

★へジョンさん：韓国出身（日本語・韓国語） 

◇日 時：10月20日（木） 15:00～16:00 

◇締 切：10月15日（土） 
  

★エイリーさん：イギリス出身（日本語・英語） 

◇日 時：10月21日（金） 15:00～16:00 

◇締 切：10月18日（火） 
 
 

◇場 所：カリーノ宮崎 地下1階 宮崎県国際プラザ 

◇定 員：4名（参加回数の少ない方を優先し先着順）

※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：小原）  

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（台湾出身） 

◇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）  

三股町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：10/22、10/29、11/5、11/6、11/12 
     土曜日・日曜日 全５回 13：30～16：30     
◇場 所：三股町物産館よかもんやコミュニティー室 
     ※11/6は三股町中央公民館 
     ※11/12は三股町役場  4階 第2会議室             
◇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：10月14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/p2qqjbz8kiqAGBPL7 
◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：矢野） 

県国際交流員や中国語圏出身のボランティアさんと中国語でお
しゃべりしましょう！中国語を学び始めた方から上級者の方まで
どなたでも参加いただけます。 
 

◇日 時：11/8、11/15、11/22、11/29、 
               12/6、12/13    火曜日 全6回 18:00～19:00 
◇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） 
◇締 切：10月27日（木） 

◇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：上坂） 

コロナ禍で海外旅行が制限されている今、宮崎で国際交流、世界の
文化を体験しませんか？宮崎県在住の外国人との交流、ステージ観
覧、国際交流団体からお話を聞ける等、一緒に楽しみましょう！ 
 

◇日 時：11月27日（日） 12:00～16:30 
◇場 所： 宮交シティ 3階 紫陽花ホール 
◇入場料： 無料 
◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：上坂） 

 你好！ 

ドイツ出身のベルガー・ラースさんに、ドイツの歴史や文化、さら
にガイドブックには載っていないドイツの都市の魅力について語っ
ていただきます。 
 

◇日 時：12月3日（土）  10:00～12:00      
◇場 所： 都城市総合文化ホール 
◇講 師： ベルガー・ラース 氏（ドイツ出身） 
◇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：11月21日（月） 
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：淡路）  

「お箸の使い方が上手ですね」「日本語が上手ですね」「アフリカ
出身だからダンスが得意なのですね」そう、外国人や外国にルーツ
を持つ方々に言ったことがある人も多いのではないでしょうか。実
はこれらは「マイクロアグレッション（小さな攻撃）」と呼ばれて
います。多様性を尊重し、誰もが暮らしやすい社会を作っていくた
めに、「マクロアグレション」への気づきと理解を深めましょう。 

◇日 時：11月30日（水） 14:30～16:30          
◇場 所：オンライン（Zoom使用） 
◇講 師：下地 ローレンス吉孝 氏 
◇定 員： 40名（先着順）  ◇参加費：無料    
◇申込方法：Googoleフォームよりお申込みください。 
https://forms.gle/aST4eA9MVMwSGpq29 
◇締 切：11月21日（月） 
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：小原）  



 

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）

 

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） 

みやざき外国人サポートセンターでは、サポートセンターに来る
ことが出来ない方のために「オンライン（Zoom）相談」を受け
付 け て い ま す。E-mail で 下 記 の ① ～ ④ を 記 入 の う え、
（support@mif.or.jp）まで申し込んでください。 
 
 

①あなたの名前、②メールアドレス、③相談したい日/時間、 
④相談したいこと（子育て、労働、学校/教育、医療、離婚、日本
語学習、在留資格など） 
 

◇相談受付：火曜から土曜の（午前）10:30～12:00、 
      （午後）14:00～17:00 
                  ※日曜、月曜、祝日は休み 
 

◇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 

 

書道をしてみたいけれど道具がない方のために、「書道体験コー

ナー」を設置します。書道をしてみたい外国人の皆さん、ぜひお

越しください。 
 

◇日 時：10月4日（火）～10月29日（土） 

     10:00～19:00 ※日・月・祝日は休み 

◇場 所：カリーノ宮崎地下1階 宮崎県国際プラザ 

◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（淡路） 

♪プラザニュース 中国語版より  県国際交流員   

  オン ユーディン 

 宮崎の皆さん！こういう形で皆さんと交流できて嬉しいです。今年８月中旬に宮崎県に来たばかり、シンガポールからのユーディ

ンと申します。毎回自己紹介するとき、名前はどう書くか、意味等を聞かれます。昔父が説明した通り、「太陽の下で、傘を持つ

人」と回答します。「昱（ユ）」は明るい、光り輝くの意味があり、正々堂々と、楽観的で、忍耐力が強くて、支援が必要な人を助

けてあげられる人になって欲しいと願って名前を付けてくれたと思います。「丁（ディン）」の字は色んなものから身を守れる傘の

形と似ています。例えば私が無理し過ぎて、もう耐えられない場合に人に頼ることが出来ない時でも、傘は自分だけの避難所にする

ことが出来ます。そいう意味を込めて、「丁（ディン）」の字を付けてくれました。でも、単純に息子が欲しい可能性もあります。

残念ですが、妹でした。（笑） 

 シンガポールは多民族と多文化の国なので、学校、会社、公共の場で英語を使っています。学生時代のみ、毎日一時間の母国語ク

ラスで中国語を勉強しますので、中華系シンガポール人の中国語能力は皆さんが思ったより高くないかもしれません。家族と中国語

で話しているのですが、シンガポールスタイルとして、色んな言語を混ぜて話します。例えば、英語、福建方言、マレー語等で、伝

説のシングリッシュです。母が中国語でメッセージを送っても、妹と私は2行だけ中国語で返事をし、その後は英語で

返しました。というわけで、私の限られた中国語能力をご理解ください。 

 時間があるときは、日本語の勉強だけではなく、日本と韓国の音楽も好きだし、最近はゴルフにもハマっています。

タピオカ（バブルティー）は大好物でありますが、太らないようにタピオカのトッピングを無しにしてます。（笑） 

 毎週火曜日の午後１～５時までカリーノ宮崎の県国際交流協会で働いているので、皆さん時間がある時、是非挨拶し

に来てください！宜しくお願いします！ 

 先日、約20年間一緒に様々な国を巡ったバックパックを処分し

ました。最後に長期の旅をした時、途中で破れてしまったのです

が、その後もテープで補強しながら一緒に歩いた大切な相棒。コロ

ナ禍で気軽に海外に行くことができなくなって3年近く経ち、私も

バックパックを背負いゲストハウスに泊まり歩く自由な旅が体力的

にも難しくなってきた今、思い切ってお別れをすること

に。荷物を持たずオンラインで旅気分を味わえる時代に

なりましたが、早く五感を使って旅ができる日常が戻る

ことを願います。（スタッフ S） 

◇日 時： 

［水曜日］10:30～11:30 10/5、10/12、10/19、10/26    

［金曜日］10:30～11:30 10/7、10/14、10/21、10/28 

［土曜日］10:30～11:30 10/1、10/8、10/15、10/22、 

              10/29 

◇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） 

 

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！書道体験！ 
               ～あなたの好きな日本語を筆で書いてみよう！～ 

◇日 時：10月30日（日）  13:30～15:30 
◇場 所：創客創人センター   
◇定 員：10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：10月22日（土）   
◇申込み・問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会（担当：矢野） 
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