Vol. 16

SEP 2016 issue

Newsletter

ぼ うん ぐん

宮崎市の姉妹都市報恩郡へ生徒を派遣し、交流を図りました。
詳しくは本紙3ページをご覧ください。
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初めまして。エドワードさんに続き、宮崎市の国際交流員と
してシンガポールから来ましたアリシアです。
7月中旬にオーストラリア国立大学を卒業し、2週間もたたな
いうちに日本に参りました。家族旅行で３回日本に来たことが
ありますが、宮崎は初めてなので、宮崎を満喫したいと思って
います。それに、お花見が好きなので、宮崎市にはお花があち
こちでも見られるのがとても嬉しいです。
こちらの方がよく宮崎は田舎だと言っていますが、私はそう
思っていません。人口や面積において、オーストラリアの首都
であるキャンベラは宮崎市とほぼ同じです。施設の面では、宮
崎市はキャンベラより充実していますよ。個人的にも、大都市
より、ゆったりとした生活の方が好きなので、宮崎市役所に配
属されてよかったと思います！

Hello, nice to meet you! I am Alicia and have succeeded
Edward as Miyazaki City’s CIR. I am also from Singapore.
I graduated from The Australian National University in
mid-July and came to Japan two weeks later. Despite
having been to Japan thrice on holiday trips with my
family, it is my first time coming to Miyazaki so I’m
looking to experience Miyazaki to the fullest! I’m also
ecstatic that there are flowers everywhere in Miyazaki
as I really love flowers a lot.
Even though many locals say that Miyazaki is a countryside, I disagree with the saying as Miyazaki is on par
with Canberra, Australia’s capital in terms of population and size. Furthermore, Miyazaki is actually better
equipped with facilities as compared to Canberra. Personally, I prefer a slower pace of life as opposed to the
busy lifestyle in large cities so I’m really glad to be
placed in Miyazaki!

前任者もシンガポール人でしたが、宮崎の皆様がシンガポー
ルのことを飽きないように、新しい企画にどんどん挑戦してい
きたいと思います。また、大学を卒業したばかりなので、今後
は大学生との交流も楽しみにしています。もし街で私を見かけ
たら、ぜひ声を掛けてください!

While my predecessor was also a Singaporean, I am
looking to organise new events so that all of you will
not get bored of Singapore. I am also looking forward
to interacting with university students, having just
graduated from university myself. Please do come up
to talk to me if you happen to see me!

これからはシンガポールと宮崎の国際交流を推進するだけで
はなく、宮崎市の在住外国人と地元の方とのふれあいの機会が
増えるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。
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Going forward, I wish to create more opportunities for
interaction between the locals and foreigners living in
Miyazaki in addition to promoting international exchange between Singapore and Miyazaki. Yoroshiku
onegaishimasu!

平成28年度韓国友好交流事業 派遣報告
この夏、本市在住生徒が韓国を訪問し、現地で同世代のともだちと友好の絆を
築くなど国際交流と異文化理解を深めました。
【事業概要】
主 催：宮崎市国際交流協会
共 催：宮崎市
後 援：宮崎市教育委員会
日 程：平成28年7月27日（水）～7月31日（日） 4泊5日
派遣先：大韓民国 ソウル特別市・報恩郡（忠清北道）
団 員：中学生13名（男子２・女子11）、当協会国際交流員を含む引率4名

【日程表の概要】
7月27日(水) 宮崎→ソウル
景福宮・国立民族博物館を見学
7月28日(木) ソウル→報恩郡
報恩郡への表敬＆歓迎式
中学校見学、サムルノリ体験
7月29日(金) 報恩郡
ホームビジット、キムチ作り、
合宿交流 等

7月30日(土) 報恩郡→ソウル
景勝地視察
報恩郡の中学生とお別れ

報
恩
郡
中
学
生
と
の
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流

7月31日(日) ソウル→宮崎
統一展望台を見学

今回は、現地での交流活動プログラムとして、ホームビジット（家庭訪問）や
キムチづくりなどの体験メニューを実施しました。参加者からは、『現地の中学
生との交流が一番楽しかった』などの感想が寄せられました。
ちなみに、キムチづくりで訪問した工場では、日本向けに商品をを輸出してい
る と の こ と で し た の で、も し か し た ら、み な さ ん も 知 ら ず 知 ら ず の う ち に、
MADE IN 報恩郡のキムチを口にされているかも？
～報恩郡との交流について～
合併前の旧高岡町時代から農業研修やサムルノリ（伝統音楽）
などの交流を行っており、宮崎市との合併後は、青少年による相
互派遣交流を中心に行っています。
盟約締結日：平成5年8月6日
両都市の累計交流人口：959人（内、青少年357人）
その他：報恩郡人口 約3.4万人
韓国の首都ソウルから車で約2時間の距離にあります。
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8月に開催した主な講座

今後のお知らせ

ただ今

会員募集中！

宮崎市国際交流協会では、随時個人会員を募集しています。会員にご加入いただくと、次のような特典
があります。お知り合いの方にもご案内をお願いします。
特典①講座・イベントの開催情報を最優先でお届けします。
個人会員年会費
特典②会員限定の講座に参加できます。※「チャット」や「スキルアップ講座」など
特典③その他協会主催行事の参加料が割安になります。
2,000円
※外国人との交流会、外国の料理教室など。
特典④中国語・韓国語・英語の翻訳相談に応じます。
特典⑤国際ボランティア（通訳・翻訳・ホームステイなど）の依頼情報をお届けします。
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