




・

・高校生のボランティア
　も活躍しました

令和２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

ボランティア先生達がいつも優しくきびしく丁寧に日本語を教えてくれるので、

日本語がぐんと上達しました。

・毎週たくさんの
  参加者です

・給付金請求書の
 書き方も覚えました
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・

・

・佐土原教室の
  学習者です

・日曜日クラスの学習者
と
  ボランティアです

・日本語検定試験対策
　をしました

参加者の
感想・意見

ボランティアの先生方が日曜日に教えてくれました。

たくさん勉強できたので日本語検定試験に合格できました。

令和２年度　多文化共生推進事業
「みんなで日本語会日曜日クラス」＆「佐土原みんなで日本語会」

日　　時 通年　隔週日曜日　９：３０～１１：３０

場　　所 宮崎市民プラザ３階、佐土原総合文化センター
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・

・

・留学生や技能実習生
が
  参加しました

・日本語検定試験N3以
上
  の合格を目指します

・宮崎の食べ物が
  大好きです

参加者の
感想・意見

宮崎の食べ物では唐揚げ、チキン南蛮、寿司などが好きです。

宮崎は暖かくてとても住みやすいです。

令和２年度　多文化共生推進事業
「にほんごプチさろん ・ ほっこりおしゃべりひろば」

日　　時 令和２年１０月１６日（金）　１８：３０～１９：００

場　　所 宮崎市民プラザ３階
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令和２年度　宮崎市国際交流協会
理事会 ・ 総会～書面議決

日　  　時 令和２年５月２９日（金）

文書番号 宮市国協第１２号

令和２年度宮崎市国際交流協会総会 議決結果

議案の表決

第１号議案 令和元年度事業実績について 賛成８７、反対 ０

第２号議案 令和元年度歳入歳出決算（案）について 賛成８７、反対 ０

第３号議案 令和２年度事業計画（案）について 賛成８７、反対 ０

第４号議案 令和２年度歳入歳出予算（案）について 賛成８７、反対 ０

第５号議案 会長の選任（案）について 賛成８７、反対 ０

第６号議案 役員の承認（案）について 賛成８７、反対 ０

結果

会員190名(特別14・団体34・個人142)の3分の1を超える87名の方から意思表示を

いただき、すべての議案について過半数の賛成をいただきましたので、協会会則第９条第３項

及び第４項により、各議案とも原案のとおり承認されました。

【ご意見】

・事業計画に姉妹友好都市への語学・文化交流などの短期留学を計画してみてはいかが

でしょうか。

・このコロナで大変な時期に、どのように交流に関わっていけば、いいのかわからない。

・全体的に各行事の外国人の参加が少ないように思われる。今後更なる市内在住の外国

人への呼びかけや広報をしてはどうか。

・資料として、各行事の参加年齢の平均統計も欲しい。

・高齢化の為、更なる会員への勧誘も必要と思われる。
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・

・

・２～３月の
　中級講座

・９～１１月の
　レベルアップ初級講座

令和２年度　多文化共生推進事業
語学講座　「中国語教室」

日　　時 令和２年６～７月初級６回、９～１１月初級６回、令和３年２～３月中級６回

場　　所 宮崎市民プラザ４階　会議室

参加者の
感想・意見

講座の内容がすごく面白くて楽しいです、生きた勉強ができました。

講座の中で中国の文化や習慣なども聞くことができて中国への理解が深まった。

・６～７月の
　初級講座
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・

・

・受講前にまずは
体温チェックと手の
消毒をします

・お勉強頑張って
います

・質問あります！

参加者の
感想・意見

毎回楽しく学ぶことができました。また参加したいです。

いろいろな方にお会いできて、学習の刺激になっています。

令和２年度 多文化共生推進事業
語学講座　「韓国語教室」

日    時 令和２年６～７月初・中級６回、１０～１１月初・中級６回、令和３年２～３月初・中級６回

場    所 宮崎市民プラザ４階　会議室
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・

・

・講師の説明を聞いて
います

・料理が着々と進んで
 います

・料理の出来上がり
（キムパ・トッポキ）

参加者の
感想・意見

色々教えていただきありがとうございました。韓国の文化も知れてよかったです。

楽しかったです。コロナの時代ですが、またぜひ開催してください。

令和２年度 国際理解啓発事業
　世界まなび塾 「韓国料理教室　キムパ＆トッポキ」

日    時 令和２年１１月７日（土）１０：３０～１２：３０

場   所 宮崎西地区交流センター　料理実習室
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・

・

・講師の説明を
  聞いています

・記念撮影

・料理が完成しました！
 （鶏肉の白ワイン煮込
み・
　パエリア・サラダ）

参加者の
感想・意見

最初は挨拶のみでしたが、雰囲気も和やかになりとても有意義な時間になりました。

サフランを使用したものがぺり屋と思っていたので、とても良い勉強になりました。

令和２年度　国際理解啓発事業　世界まなび塾
　「スペイン料理教室　鶏肉とプルーンの白ワイン煮込み等」

日    時 令和２年１１月２１日（土）１０：００～１２：００

場   所 宮崎市青少年プラザ　調理実習室
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・

・

・かぼちゃ蒸しパンの
　生地を切り分けします

・一緒に記念撮影します

令和２年度　国際理解啓発事業　世界まなび塾
「宮崎産農産物利用中国料理教室　かぼちゃ蒸しパン＆かぼちゃもち」

日　　時 令和２年１２月１２日（土）　１０：００～１３：００

場　　所 宮崎西地区交流センター　調理実習室

参加者の
感想・意見

ちょっとした雑談の中で学ぶことがたくさんありました。

楽しかったです。他にもいろいろな野菜を使った料理を学びたいです。

・講師が丁寧に
　調理の指導をします
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・

・

・麺を入れます

・出来上がりです

令和２年度　国際理解啓発事業
世界まなび塾　「中国料理動画オンライン配信　陽春麺」

日　　時 令和３年２月１２日（金）より

場　　所 YouTubeなどでオンライン配信

試作者の
感想・意見

動画がわかりやすくて、作ってみようって気になりました。最後の解説もよかったです。

作り方が簡単で美味しかったです。次の動画配信を期待しています。

・陽春麺の材料
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・

・

    

参加者の
感想・意見

留学生と話すことで視野が広がり、とても楽しくていい経験になった。

自分も将来、海外に留学したいと思った。

令和２年度　国際交流推進事業
在住外国人との交流会　「みやざき国際村オンライン講座」

日　　時 令和３年３月８日（月）　８：５０～１４：１５

場　　所 宮崎市立東大宮中学校

・留学生のプレゼンを
　タブレットPCで聴きまし
た

・オンラインで留学生に
　質問しました

・質問者に記念品を
　進呈しました
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・

・

・オンラインでの
料理教室開催です

・コンピューターや
カメラで映像を撮り
ながら配信しました

・韓国人気おやつ
の出来上がりです
（チキン）

参加者の
感想・意見

料理を講師と一緒に進められて、分からないことをすぐ聞けてよかったです。

Zoom終了後、家族と試食ができたので、よかったです。

令和２年度 国際理解啓発事業　世界まなび塾
　 「オンライン韓国料理教室　フライドチキン＆ヤンニョムチキン」

日    時 令和３年３月１３日（土）１０：３０～１２：００

場   所 参加者のご自宅
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・

・

・英語での会話を
  楽しみました。

・次回またよろしく
  お願いいたします。

令和２年度 多文化共生推進事業
　「英語チャット」

日    時 令和３年３月２９日（月）

場    所 参加者のご自宅

参加者の
感想・意見

とても楽しかったです。ぜひまた参加したいです。

ボラティアの先生方にお礼をお伝えください。良かったです。
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・最新のデータやグラフ
を
　活用して説明しました

令和２年度　国際理解啓発事業
国際理解出前講座　「基幹演習オンライン講座＠宮崎公立大学」

日　　時 令和２年１０月６日（火）　１３：３０～１４：３０

場　　所 宮崎公立大学

宮崎市域における国際交流の現状と課題テーマ

・国際交流の現状と
  課題を話しました

・コロナ禍により
　オンライン開催
　となりました
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・当協会による
　防災アプリの紹介

・ハザードマップを
　紹介しながら
　危険区域を
　確認します

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

令和２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２年１０月２４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
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清武町国際交流協会

・

・

・楽しい試食の時間です

・料理の出来上がり
 （チーズタッカルビ・
 　　 サンジョク）

参加者の
感想・意見

とても分かりやすい説明で、楽しくできました。

料理だけでなく、韓国語お話が聞けてよかったです。

・料理への取り組みは慎
重です

令和２年度 国際理解啓発事業
「韓国料理出前講座 in 清武町国際交流協会」

日    時 令和２年１１月１７日（土）　１０：００～１３：３０

場    所 加納地区交流センター　料理実習室

主    催
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・訓練進行の説明

・中国語で通報します

・韓国語で通報します

令和２年度　多文化共生推進事業
多文化共生セミナー　「宮崎市消防局通報訓練」

日　　時 令和２年１１月２４日（火）　１４：００～１５：００

場　　所 宮崎市消防局指令課、当協会事務局

主　　催 宮崎市消防局
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・講座の様子

・協会行事の紹介

・協会行事の紹介

令和２年度　国際理解啓発事業
国際理解出前講座　「協会活動の紹介 ｉｎ 中央公民館」

日　　時 令和３年３月２６日（金）　１０：３０～１１：１０

場　　所 宮崎市中央公民館
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・春号
　表紙：中国家庭料理「陽春麺」
　韓国の外国人労働者
　宮崎中央農産物ファン拡大事業

・冬号
　表紙：ベトナム人サッカーチーム
　宮崎を支えている技能実習生
　韓国よりミニニュース

内　　容

令和２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：日向夏アイスクリーム
　在住外国人市民インタビュー
　中国よりミニニュース

・夏号
　表紙：みんなで日本語会
　総会書面表決、アンケート
　中国語/韓国語教室
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