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・

・会を追うごとに参加者
　が増えました

令和元年度　多文化共生推進事業
みんなで日本語会

日　　時 通年　毎週金曜日　１８：３０～２０：００

場　　所 宮崎市民プラザ３階

参加者の
感想・意見

ここに来たらボランティアをしている親切で優しい先生達に無料で日本語を教えて

もらったり、日本の文化も教えてもらったりするのができます。大好きです。

・毎週たくさんの参加者
　です

・学習者のレベルに
 合わせた練習です
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・

・

・きゃべつ畑のひまわり
　祭りを見学しました

・ボランティアと学習者
　の食事会

・日本文化体験で生け
　花に挑戦しました

参加者の
感想・意見

いろんな国の人と友達になれて嬉しかった。

日本の文化を体験出来て楽しかった。

令和元年度　多文化共生推進事業
みんなで日本語会

日　　時 通年　毎週金曜日　１８：３０～２０：００

場　　所 宮崎市民プラザ３階
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・

・

・１～２月のチャット
　毎回違う話題で
　盛り上がりました

・９～１０月の初中級
　教室では多くの方が
　参加してくれました

令和元年度　多文化共生推進事業
語学講座　「中国語教室・中国語ふれあいチャット」

日　　時 令和元年４～５月初級６回、９～１０月中級８回、令和２年１～２月チャット５回

場　　所 宮崎市民プラザ４階　会議室

参加者の
感想・意見

日常や旅行で使うフレーズたくさん習って良かったです。

とても楽しかったです。これからも中国語の勉強を続けます。

・４～５月の初級教室
　先ずはみんなで
　自己紹介します
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・

・

参加者の
感想・意見

これからも勉強して韓国旅行をした時に少しでも会話をしたいです。

韓国語を少しずつ理解できる喜びを実感しています。

令和元年度　多文化共生推進事業
語学講座　「韓国語教室」

日　　時 令和元年４～５月初級８回、９～１０月初級６回、令和２年２～３月初級６回

場　　所 宮崎市民プラザ４階　会議室

・皆さん、頑張って
　勉強中です

・講座後、みんなで
　一緒に食事を
　しました

・勉強、頑張ります！
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・

・

・ジャガイモを蒸します

・試食タイムの様子

令和元年度　国際理解啓発事業
　世界まなび塾　「ネパール料理教室　チキンカレー＆豆スープ」

日　　時 平成３１年４月２０日（土）　１０：００～１３：００

場　　所 宮崎市青少年プラザ　調理実習室

参加者の
感想・意見

料理も美味しかったし、人との交流も楽しかったです。

ネパールのことを少し知れて、身近に感じました。また参加したいです。

・ネパール出身の
　講師がお手本を
　見せます
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・総会の様子
　沢山の質問が
　ありました

・総会の様子
　会長挨拶

・理事会の様子

令和元年度　宮崎市国際交流協会
理事会・総会

日　　時 令和元年５月２２日（水）　１４：００～１６：００

場　　所 宮崎市民プラザ４階　中会議室＆大会議室
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・バングラデシュの
　文化紹介

・勤務先のスパーク
　ジャパン(株)の皆さん
　と宮崎大学国際連携
　センターの先生との
　記念撮影

令和元年度　宮崎市国際交流協会
総会後の講話

日　　時 令和元年５月２２日（火）　１６：００～１７：００

場　　所 宮崎市民プラザ４階　大会議室

講話者 ラモザン氏（バングラデシュ出身）

・バングラデシュ出身の
　ラモザンさんによる
　総会後の講話
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・

・

・八卦掌体験

・最後に同じポーズで
　記念撮影します

令和元年度　国際理解啓発事業
世界まなび塾　「中国気功呼吸法　一水空健康メソッド体験講座」

日　　時 令和元年６月８日（土）　１０：００～１１：４０

場　　所 宮崎市民プラザ４階　ギャラリー１

参加者の
感想・意見

とても楽しい時間でした！日頃の生活でも、呼吸や姿勢に意識をしていきたいです。

体を動かし異文化体験が出来て良かったです。

・ストレッチから
　始めます
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・

・

・みんなで楽しく
　炒めます

・葱油餅、セロリと
　白キクラゲの炒め物、
　トマトと卵のスープ、
　黒ゴマ豆乳塩プリン
　が出来上がりました

令和元年度　国際理解啓発事業
世界まなび塾　「中国料理教室　葱油餅＆セロリと白キクラゲの炒め物」

日　　時 令和元年６月２３日（日）　１０：００～１３：００

場　　所 青島地区交流センター　調理実習室

参加者の
感想・意見

とても明るく、元気な先生で、楽しく参加できました。

初めて試した料理で、ほかの参加者と仲良くクッキングできて嬉しかったです。

・北京出身の講師が
　お手本を見せます
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・姉妹都市報恩郡の
 紹介をしています

令和元年度　国際交流推進事業
　韓国・報恩郡との中学生交流事業　派遣事前研修会

日　　時 令和元年６月２９日（土）・７月６日（土）

場　　所 宮崎市教育情報研修センター

・事業の説明を
　しています

・自己紹介の時間です
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・

・

参加者の
感想・意見

この国際交流では自分の見る世界が広がりました。

この事業を通して初めて知れたことがたくさんあり、本当に貴重な経験になりました。

令和元年度　国際交流推進事業
　韓国・報恩郡との中学生交流事業　派遣

日　　時 令和元年７月２４日（水）～２８日（日）

場　　所 韓国忠清北道報恩郡及びソウル

・ソウルの景福宮での
　記念撮影です

・ホームビジットで
 報恩郡中学生の家に
 遊びに行きました

・報恩郡中学生と一緒に
　韓服体験をしました
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・

・

・そば畑で記念撮影

・宮崎県総合博物館
　での見学

令和元年度　多文化共生推進事業
在住外国人との交流　「そば種まき体験＆宮崎県総合博物館見学」
日　　時 令和元年９月２１日（土）　８：５０～１６：００

場　　所 広瀬地区交流センター、宮崎県総合博物館など

参加者の
感想・意見

いろいろな国の人とお話ができて、そば種まきの方法も知れてよかったです。

博物館での多言語見学が面白かったです。

・まずはそばについて
　説明します
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・

・

・スパイスを入れて
　チキンカレーを
　煮込みます

・チキンカレーを
　付け合せのサラダと
　一緒に頂きました

令和元年度　国際理解啓発事業
世界まなび塾　「西インド料理教室　チキンカレー＆野菜サラダ」

日　　時 令和元年１０月５日（土）　１０：００～１３：００

場　　所 宮崎市青少年プラザ　調理実習室

参加者の
感想・意見

知らない材料やスパイス、お米を食べることが出来てよかったです。

シンプルなのにとても美味しく、講師もチャーミングでとても楽しかったです。

・講師のお手本
　バスマティライスを
　クミンと炒めます
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・

・

・ホームビジット先で
 楽しいひと時を過ごして
 います

・報恩郡の中学生と
 浴衣を試着します

令和元年度　国際交流推進事業
　韓国・報恩郡との中学生交流事業　受入

日　　時 令和元年１１月１５日(金）～１７日（日）

場　　所 宮崎市内

参加者の
感想・意見

この国際交流を通して異国の友達ができました。

韓国の友達とも、日本の子達とも一緒に遊べて楽しい時間でした。

・住吉中学校での
 交流の様子です
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・

・

・講師のお手本

・各グループで作業挑戦

令和元年度　多文化共生推進事業
在住外国人との交流　「そば打ち体験」

日　　時 令和２年１月２５日（土）　１０：００～１４：００

場　　所 宮崎市青少年プラザ　調理実習室

参加者の
感想・意見

本番のそばの作り方をプロの方に教えてもらってとてもよかったです。

いろんな国の方と出会い、一緒にそば打ち作業をするのが楽しかったです。

・全体の様子～
　３グループに分けて
　作ります
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・

・

参加者の
感想・意見

たくさん作れて、家でも作れそうな料理だったので良かったです。

みんなで手分けして作って、いい時間を過ごせました。

令和元年度　国際理解啓発事業　世界まなび塾
「宮崎産農産物利用韓国料理教室　チャプチェ＆きゅうりキムチ」

日　　時 令和２年２月２２日（土）　１０：３０～１３：３０

場　　所 宮崎西地区交流センター

・各テーブルで料理を
 作っています

・料理が着々と進んで
 います

・みんなで作った料理
 の試食です
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・グループごとの成果を
  ７月に発表します

令和元年度　国際理解啓発事業
国際理解出前講座　「基幹演習 ｉｎ 宮崎公立大学」

日　　時 平成３１年４月１４日（火）　１３：００～１４：３０

場　　所 宮崎公立大学

宮崎市の国際交流テーマ

・約２００名の２年生が
  参加してくれました

・地域づくりと国際交流
  について話します

17



主　　催 宮崎青年会議所

令和元年度　国際交流推進事業
「国際交流体験コーナー ｉｎ ひなた超フェス２０１９」

日　　時 令和元年６月２日（日）　１１：００～１８：００

場　　所 宮崎市中央公園

・コマ遊びの様子

・中国の遊びを楽しんで
　いる子供たち

・国際交流コーナー
　の様子
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・

・

・市民総踊り本番前に
  集合写真

・心配していた雨が止み
  楽しく踊り終えました

令和元年度　国際交流推進事業
在住外国人との交流　「まつりえれこっちゃみやざき市民総踊り＆交流会」

日　　時 令和元年７月１３日(土)　１３：００～１８：００

場　　所 市民総踊り　橘通り、交流会　宮崎観光ホテル 一木一草

参加者の
感想・意見

初めて参加しましたが、大変楽しい時間を過ごすことができました。

初めて出会った人との会話も良い経験になりました。

・ランチ交流会の様子
 子どもから大人まで
 一緒に楽しみました
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令和元年度　多文化共生推進事業
宮崎公立大学留学生との交流イベント

日　　時 令和元年８月３日（土）　９：００～１５：００

場　　所 宮崎公立大学、市民の森公園、ランチ（ぽっくる農園）

主　　催 宮崎公立大学

・ランチしながら
　楽しく交流します

・ブラッシング絵画を
 体験します

共　　催 宮崎市国際交流協会

・江田神社めぐり、
　日本の神話を
　聞きます
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・

・

・いろんな国の
 話を聞きます

日　　時

参加者の
感想・意見

中国語の発音の四声ができて嬉しかった、ゲームも楽しかったです。

中国の地図による地理知識のクイズが面白かったです。

・全体の様子

・子供たちが
　中国のゲームに
　興味津々です

令和元年度　国際理解啓発事業
「中国文化出前講座 ｉｎ かのう児童センター」

令和元年８月５日（月）　１３：３０～１５：００

場　　所 かのう児童センター
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主　　催 一番街商店街振興組合

令和元年度　国際交流推進事業
「国際交流体験コーナー ｉｎ 一番街５０周年記念イベント」

日　　時 令和元年９月７日(土)  １３：３０～１８：００

場　　所 宮崎市一番街

・協会のブースの様子

・韓国の遊びコンギノリ

・色んな国のブースが
 ありました
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令和元年度　多文化共生推進事業
多文化共生セミナー　「在住外国人向け防災セミナー」

日　　時 令和元年１０月２６日（土）　１３：００～１５：３０

場　　所 宮崎市消防局宮崎東諸県広域防災センター

主　　催 宮崎県国際交流協会

・当協会による
　防災アプリ
　紹介の様子

・起震車体験

共　　催 宮崎市国際交流協会

・宮崎市危機管理課に
　よる防災についての
　講話の様子
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主　　催 宮崎市社会福祉協議会

令和元年度　国際交流推進事業
「国際交流体験コーナー ｉｎ みやざき健康ふくしまつり２０１９」

日　　時 令和元年１１月３日(土)　１０：００～１５：００

場　　所 フローランテ宮崎

・外国の方にも韓国
　の遊びに挑戦して
　もらいました

・中国と韓国のお茶や
  お菓子を振る舞い
　ました

・中国の遊び（四連棋）
  は子どもたちに大人気
  でした
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主　　催 宮崎県国際交流協会

令和元年度　国際交流推進事業
「国際交流体験コーナー ｉｎ 世界とトモダチ みやざき国際フェスタ」

日　　時 令和元年１１月２３日(土)　１３：００～１８：００

場　　所 宮崎市若草通り

・来場者で賑わう会場

・ステージでの
 公演の様子

・中国の遊びも
  大人気でした
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・

・

・講師が説明しながら
　お手本を見せます

令和元年度　国際理解啓発事業
「中国料理出前講座 ｉｎ 清武町国際交流協会」

日　　時 令和元年１１月２９日（金）　９：３０～１３：３０

場　　所 加納地区交流センター　調理実習室

・料理が出来上がり、
　いただきます

参加者の
感想・意見

料理は作るのがちょっと大変でしたが、とても美味しかったです。

日本の身近にある材料や調味料を使った外国料理を習いたいです。

・共同作業で料理に
　チャレンジします
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・

・

令和元年度　国際理解啓発事業
「韓国料理出前講座 ｉｎ 宮崎市青少年プラザ」

日　　時 令和元年１１月３０日（土）　１０：３０～１３：３０

場　　所 宮崎市青少年プラザ　調理実習室

・韓国の話題で
　盛り上がりました

参加者の
感想・意見

とてもよかったです。これを機会にたくさん韓国料理を勉強したいです。

とても楽しくておいしかったです。先生方との話で韓国を身近に感じました。

・料理が楽しくできました

・料理の出来上がり
 （テジプルコギ・チヂミ・
  キュウリの和え物）
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場　　所 日章学園中学校

令和元年度　国際理解啓発事業
「中国文化出前講座 ｉｎ 日章学園中学校」

日　　時

令和２年１月２８日（火）　１０：００～１０：５０

令和２年１月３０日（木）　　９：５５～１１：３５

令和２年１月３１日（金）　１０：００～１１：５０

・中国の文化を
　紹介します

・大人数の講座
　になります

・民族衣装を
　試着します
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・春号
　表紙：そば打ち体験
　在住外国人の方々と楽しむ
　日本文化

・冬号
　表紙：韓国・報恩郡との交流、受入
　日本の伝統食を手作りで（そば種ま
　き体験＆宮崎県総合博物館見学）

内　　容

令和元年度　情報提供事業

日　　時 通年

ニュースレター　年４回発行（夏号、秋号、冬号、春号）

・秋号
　表紙：韓国・報恩郡との交流、派遣
　宮崎公立大学留学生との交流
　まつりえれこっちゃみやざき交流

・夏号
　表紙：ネパール料理教室
　理事会・総会、講話特集
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宮崎市国際交流協会 
Miyazaki City International Association 

 
 
 
       

〒880-8505 

宮崎市橘通西１－１－１ 宮崎市役所内 
TEL 0985-21-1719  FAX 0985-21-1733 

Email : miyazaki-mcia@Miyazaki-catv.ne.jp 


