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外国人のための無料相談会（福岡市・北九州市・久留米市）

(公財)福岡県国際交流センターでは、できるだけ多くの皆様のご理解・ご協力をいただきながら国
際交流事業を行っていきたいと考えております。設立目的にご賛同くださる会員を募集しています。

　当センターは、福岡県の持つ地理的、歴史的特性を活かし、県下の国
際交流団体等と協力して県民主体の国際交流を推進することにより、国

際交流における福岡県の拠点性を高めていくとともに、アジア諸国をはじめとして世界各国との
交流を深め、もって相互の繁栄と世界の平和に寄与します。　【設立年月日：平成元年6月27日】

●情報誌「こくさいひろば」を年4回お届け、また、国際交流イベント
　「こくさいひろばカフェ」に無料で参加できます。
　（隔月開催：通常参加費300円）
●こくさいひろば内の交流室（定員30名）が使用できます。
　※団体会員、もしくは個人会員５名以上でお申込みください。
●年に1度、証明写真（パスポート用を含む）を無料で撮影します。
　（通常2枚組1,200円：個人会員のみ）
●ワールドグルメひろば登録店、福岡県立美術館や旅行代理店・
　ホテル等の協賛店で割引を受けられます。

《特典》

学生会員：1口 1,000円　　一般会員：１口 2,000円
団体会員：１口 10,000円年会費（入金より1年間有効）

(公財)福岡県国際交流センター

設 立 目 的
賛助会加入のご案内

（随時募集中）

（個人会員用）

ご希望の方には入会資料を送付します。こくさいひろばまでお問
い合わせ下さい。

※その他さまざまな特典をご用意しております。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

　新しいお知らせはfacebookで配信中！
　「いいね！」をクリック。

毎月第2土曜日にこくさいひろば
で無料相談会を開催していま
す。就労や婚姻、近所とのト
ラブルなど、外国人の人権に
関することについてお気軽
にご相談ください。

外国人のための人権相談会
●開催日時／毎月第2土曜日（1/9、2/13、3/12）13：00～16：00
●相談内容／就労・住宅・婚姻・近所とのトラブルなど、外国人の人権に関すること
●対応言語／日本語、英語　　●対応者／弁護士　　●申込／不要
●連絡先／福岡法務局 人権擁護部 第一課　092-832-4311

在留手続き等相談会
●開催日時／毎月第1月曜日（1/4、2/1、3/7）16：30～18：30 ※18：00まで受付
　　　　　　　　第4土曜日（1/23、2/27、3/26）13：00～16：00 ※15：30まで受付
●相談内容／国籍・入国・在留資格・家族の呼び寄せなど
●対応言語／日本語、英語、中国語　※英語、中国語は、第4土曜日のみ
●対応者／行政書士　　●申込／不要　　●連絡先／福岡県行政書士会　092-641-2501

場　所 ： こくさいひろば交流室（福岡市中央区天神1-1-1　アクロス福岡3F）
ホームページ ： www.kokusaihiroba.or.jp/project/infomation/consultation.html

【電話相談】外国人に関わる生活相談
●開催日時／月曜日～金曜日9:00～17:00
●相談内容／子どもの入園・進学、住居の借り方、外国人の雇用に関することなど、その他困ったこと
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語、タガログ語　　●対応者／行政書士

連絡先 ： 特定非営利活動法人 グローバルライフサポートセンター　092-283-8880
ホームページ ： www.npo-global.jp/

外国人のための入国・在留・国籍に関する無料相談会
●開催日時／毎月第2日曜日（1/10、2/14、3/13）13:00～16:00 ※15：30まで受付
●相談内容／在留資格、在留期間、家族の呼び寄せ、永住・帰化、国際結婚の手続きなど
●対応言語／日本語、英語、中国語 ※その他の言語は要事前連絡
●対応者／行政書士
●申込／不要

外国人のための無料法律相談
●開催日時／毎月第1・第3土曜日（1/16、2/6・20、3/5・19）
　　　　　　⑴10：30～　⑵11：15～　⑶12：00～　⑷12：45～
●相談内容／法律に関すること（1人45分間）
●対応言語／日本語、英語、中国語 ※その他の言語は要事前連絡
●対応者／弁護士　　●申込／要予約（ホームページ）

外国人のための無料心理カウンセリング
●開催日時／月曜日10:00～18:00、木曜日10:00～13:00、土曜日14:00～19:00
●相談内容／人間関係の悩み、ストレスといった心理面の問題など（1人60分間）
●対応言語／日本語・英語
●対応者／臨床心理士　　●申込／要予約（電話・レインボープラザカウンター）

外国人のための無料健康相談
●開催日時／毎週水曜日17:00～19:00
●相談内容／健康に関すること。ただし、施術・投薬・処方箋作成などの診療行為は法的な制限が

あるため行いません。
●対応言語／日本語・英語　　●対応者／ボランティアの日本人医師
●申込／不要 ※相談会が休みの場合もあるため、要事前連絡

場　所 ： レインボープラザ会議室（福岡市中央区天神1-7-11 イムズ8F）
連絡先 ： （公財）福岡よかトピア国際交流財団 レインボープラザ　092-733-2220
ホームページ ： www.rainbowfia.or.jp/foreigner/

外国人労働者相談
●開催日時／毎週火曜日、第2・第4木曜日（1/14・28、2/11・25、3/10・24）9:00～16:00
●相談内容／労働条件に関すること（電話可）　　●対応言語／日本語、英語
●対応者／監督官、アドバイザー　　●申込／不要

場　所 ： 福岡労働局労働基準部監督課 福岡合同庁舎新館4F（福岡市博多区博多駅東2-11-1)
連絡先 ： 福岡労働局労働基準部監督課　092-411-4862

福岡市

北九州市

久留米市

法律相談会
●開催日時／毎月第4土曜日（1/23、2/27、3/26）13:30～16:30
●相談内容／職場でのトラブル、交通事故、住宅、結婚、離婚など
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語　　●対応者／弁護士
●申込／要予約（電話）※先着3名まで

入国・在留・国籍手続相談会
●開催日時／毎月第3日曜日（1/17、2/21、3/20）13:00～16:00
●相談内容／在留資格の変更、家族の呼び寄せ、在留期間の更新、再入国手続き、帰化、永住、外

国人登録、国際結婚、国籍関係などの手続きなど
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語　　●対応者／行政書士
●申込／不要 ※通訳が必要な場合は要予約（電話）

心理カウンセリング相談
●開催日時／毎月第4土曜日（1/23、2/27、3/26）9:30～12:30
●相談内容／人間関係の悩み、ストレスといった心理面の問題など
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語
●対応者／臨床心理士
●申込／要予約(電話) ※先着3名まで

場　所 ： （公財）北九州国際交流協会（北九州市八幡西区黒崎3-15-3　コムシティ3F）
連絡先 ： （公財）北九州国際交流協会 外国人インフォメーションセンター　093-643-6060
ホームページ ： www.kitaq-koryu.jp/lifeinfo/freeadvice.html

外国人のための無料相談会
●開催日時／毎月第3土曜日（1/16、2/20、3/19）13:00～16:00
●相談内容／国際結婚や帰化、国籍問題など
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語　　●対応者／行政書士　　●申込／不要

場　所 ： 久留米市役所3F会議室（久留米市城南町15-3）
連絡先 ： （公財）久留米観光コンベンション国際交流協会　0942-31-1717
　　　　 kokusaikoryu@ktie.or.jp

外国人のための無料法律相談
●開催日時／毎月第2・第4金曜日（1/8・22、2/12・26、3/11・25）13:00～16：00 ※祝日は除く
●相談内容／一般民事、労働問題、家庭問題、入管関係、刑事事件など
●対応言語／日本語、英語、中国語 ※英語は第4金曜日のみ
●対応者／弁護士　　●申込／要予約（電話） 平日10:00～16:00

場　所 ： 福岡県弁護士会 天神弁護士センター (福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル2F)
連絡先 ： 福岡県弁護士会　092-737-7555
ホームページ ： www.fben.jp/whats/gaikokujin.htm

福岡法務局人権擁護委員の紹介

福岡法務局人権擁護委員の紹介
相島さん

（弁護士）

毛利さん
（通訳）

LOVE FM 76.1 「Info from Fukuoka Prefecture」
（月曜日～金曜日 13：25～）
（月：英語／火：中国語／水：韓国語／木：タガログ語／金：日本語 ）
在住外国人の皆さまに役立つ情報を多言語で放送中！

入学前

在学中

▼海外の各都市に出向き、現地学生へ福岡県内の留学環境や学校の情報を
　提供し、留学希望者をサポートしています。

第65回「日本の神社と神様─太宰府天満宮─」

「タイ福岡OB会」発会式「タイ福岡OB会」発会式

上級
ビジネス
日本語
講座

▼

相談窓口は土日祝日もあいていますので、いつでもご相談ください。

▼日本文化塾では様々な日本文化を留学生のみなさんに紹介しています。
▼

就職活動中の留学生向けに就職先の紹介やセミナーを行っています。

福岡県留学生サポートセンター運営協議会 (FiSSC : Fukuoka international Student Support Center)

URL：www.fissc.net/ja/　Facebook：www.facebook.com/fukuoka.fissc
E-mail　fissc@kokusaihiroba.or.jp　TEL：092-725-9201

《問い合わせ先》

広報・リクルート

生活相談・アルバイト紹介・
日本文化塾・交流促進・就職支援

フォローアップ

本殿の中に
入れてとても
貴重な体験に
なりました！

日本の文化を知る
だけでなく、色々な
国のお友だちが
できて楽しかった。

福岡県留学生サポートセンター運営協議会（FiSSC）では、県内の大学、自治体、経済団体等と一緒に、
福岡県内で学ぶ留学生を入学前から卒業後までサポートするため、様々な事業を行っています。

▼福岡でできた仲間とのネットワークを帰国後も継続できるよう、
　各都市で帰国留学生会の立ち上げをサポートしています。

卒業後
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こくさいひろばイベント情報 １月・２月・３月

にほんごきょうしつ＠こくさいひろば

※福岡県内で実施されているボランティアによる日本語教室（約90箇所）については当センターのホームページをご覧ください。

January February

外国人のための人権相談会
★こくさいひろばカフェ ★ハビタットひろば ★日本文化塾

在留手続き等相談会

A～Iは日本語教室開催日です。どの教室が開催されるかは下表でご確認ください。

March

こくさいひろばカレンダー
スマートフォン

にも対応！

1月 2月 3月
最新のイベント情報は、ホームページをご覧ください。  www.kokusaihiroba.or.jp/

（公財）福岡県国際交流センター
電話：092-725-9200　 FAX：092-725-9206
E-mail：info@kokusaihiroba.or.jp

留学生のための起業セミナー

▼開催日時＝1月16日（土）14：00～17：00　 ▼対象＝留学生・元留学生

▼定員＝50名　 ▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・メール）
　　　　福岡県留学生サポートセンター運営協議会 092-725-9201

▼E-mail＝club.fissc@gmail.com

福岡在住外国人起業家による体験談と、行政書士によるガイダンス「起業を行
う際の手続きや留意点について」を行います。
──────────────────────────────────

福岡県地域日本語教室事例発表会＆交流会

▼開催日時＝1月24日（日）14：00～16：30　 ▼定員＝60名程度

▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・FAX・メール）　（公財）福岡県国際交流センター

日本語教育専門家の話や他教室のボランティアの皆さんとの交流を通して、
日頃の疑問や悩みについて一緒に考えてみませんか？

（ファシリテーター：神吉宇一氏）
──────────────────────────────────

留学体験談ひろば
①vol.4 韓国へ行こう！
②vol.5 オーストラリアへ行こう！
③vol.6 中国へ行こう！

▼開催日時＝①1月30日（土）14：00～16：00
　　　　　　②2月6日（土）14：00～16：00
　　　　　　③3月6日（日）14：00～16：00

▼定員＝50名程度　 ▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・FAX）　（公財）福岡県国際交流センター

留学体験者が、留学準備から留学生活、留学後の様子についてホットな体験談を
話します！また、関係機関（駐福岡大韓民国大使館・在福岡オーストラリア総領事
館・中華人民共和国駐福岡総領事館）の担当者から最新の情報提供も行います。
──────────────────────────────────

こくさいひろばカフェ　　で世界一周
①vol.31 アメリカ大陸
②vol.32 エジプト＆オーストラリア

▼開催日時＝①1月31日（日）14:00～16:00
　　　　　　②3月13日（日）14:00～16:00

▼定員＝50名程度　 ▼参加費・料金＝賛助会員：無料　一般：300円

▼申込＝要申込（電話・FAX・メール）　（公財）福岡県国際交流センター

県内の学校などで活躍している国際理解教育の外国人・日本人講師が、こくさ
いひろばに登場！さまざまな経験を持つ講師たちが、外国や日本での活動を紹
介します。お菓子やお茶を味わいながら、世界の人々と交流できるイベントで
す。vol.31のテーマは「アメリカ大陸」。福岡県移住者子弟留学生が出身国の文
化や日系人の生活について紹介します。vol.32のテーマは、「エジプト＆オース
トラリア」です。（詳細は、HPに掲載）

第30回 ハビタットひろば
「国際機関で働く」

▼開催日時＝2月1日（月）18:00～19:30　 ▼定員＝50名程度

▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・FAX・メール）　国連ハビタット福岡本部 092-724-7121

▼ＦＡＸ＝092-724-7124　 ▼E-mail＝habitat.fukuoka@unhabitat.org

▼URL＝www.fukuoka.unhabitat.org/

国連ハビタット福岡本部と（公財）福岡県国際交流センターによる合同レク
チャーシリーズ。
第30回のテーマは、「国際機関で働く」。日本人が国際機関への就職を目指す
際にどのような方法があるのか、外務省国際機関人事センターの講師にお話
しいただきます。（詳細は、HPに掲載）
──────────────────────────────────

韓国ドラマからみる高麗・朝鮮王朝

▼開催日時＝3月5日（土）14：00～17：00　 ▼定員＝100名

▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・FAX・メール）　九州大学韓国研究センター 092-642-4358

▼ＦＡＸ＝092-642-4359

▼E-mail＝intlkrcks.uok@jimu.kyushu-u.ac.jp

▼URL＝rcks.kyushu-u.ac.jp/

高麗王朝の建国譚、朝鮮王朝後半期の名君として知られる正祖、16世紀末に
起こった豊臣秀吉の朝鮮侵略を素材とした韓国のドラマや映画を取り上げな
がら、各時代の政治・社会の実相や、これらの歴史に関する「語り」の特徴につ
いて解説します。
──────────────────────────────────

アフリカンデー＠こくさいひろば

▼開催日時＝3月21日（月・祝）13:30～16:30　 ▼参加費・料金＝無料

九州大学のアフリカ人留学生が
中心となって、アフリカを紹介す
るイベントです。近年成長を続け
ているアフリカの様子や、アフリ
カ各国の伝統音楽や衣装、ダンス
などを幅広く紹介します。るイベ
ントです。

──────────────────────────────────

第4回 EU研修旅行報告会

▼開催日時＝3月24日（木）　 ▼定員＝60名程度　 ▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（FAX・メール）　EUIJ 九州

▼ＦＡＸ＝092-642-4435　 ▼E-mail＝event@euij-kyushu.com

ベルギー、オランダ、ルクセンブルクのEU諸機関を訪問し、現地の大学生と交
流するEU研修旅行に参加した、九州大学、福岡女子大学の精鋭学生16名が、
研修旅行で得た成果を発表します。 インタビューインタビュー

こくさいひろばでは、9つのボランティアによる日本語教室が開催され、さまざまな国や地域の
学習者たちが、それぞれにあった教室を見つけ、交流しながら楽しく日本語を学んでいます。

にほんごひろば土 曜日①

にほんごきょうしつにほんごきょうしつ

教室名 時間 参加費 連絡先 内容

火
曜
日

A
小さな国際交流の会

①10:00 ～ 12:00
②13:00 ～ 15:00

5000円／ 6 ヶ月（初回）
※別の場所で開催されている
　全クラスに参加可（見学無料）

092-662-7690（野口）
chiisanainfo@gmail.com

①日常会話、発音練習（発音の矯正）【対象：初級、中級】
②基礎クラス（文字・文型・初級会話・発音練習）
　【対象：初級】

水
曜
日

B
コスモス日本語クラブ

①11:00 ～ 12:30
②13:30 ～ 15:00

100円／回　or
400円／月

092-807-7053（岸田）
nayutami_bien@yahoo.co.jp ①②日常会話、文法【対象：初級、中級、上級】

木
曜
日

C
えふえいち日本語教室 13:30 ～ 15:30 200円／初回　or

500円／月
090-7539-3739（青木）
fumika@forest.ocn.ne.jp

日常会話、文法、日本語能力試験対策
【対象：初級、中級、上級】

金
曜
日

D
金曜クラブ 14:00 ～ 16:00 200円／回　or

500円／月

080-3946-8859（芝）
torianon-2@jcom.home.ne.jp
※中国語、英語可

日常会話、文法、日本語能力試験対策（Ｎ１～Ｎ４）
【対象：初級、中級、上級】

土
曜
日

E
にほんごひろば 10:30 ～ 12:30 無料 chikushijfl @yahoo.co.jp

日常会話
※筑紫女学園の学生ボランティアとのフリートーク

【対象：中級、上級】
F

日本語を学ぶ会 13:30 ～ 15:30 500円／月 090-4779-6816（濱地）
nihongowomanabukai@hotmail.co.jp

日常会話、文法、日本語能力試験対策
【対象：初級、中級、上級】

G
ようこそ日本語教室 16:30 ～ 18:20 500円／月 092-801-2974（平田）

nihongo822@hotmail.com
日常会話、文法、日本語能力試験対策（Ｎ１・Ｎ２）

【対象：初級、中級、上級】

日
曜
日

H
日曜会話サロン 10:30 ～ 12:20 100円／回 090-4754-6321（深川）

nichiyo2525@yahoo.co.jp
日常会話、フリートーク

【対象：中級】
I

にほんごひろば・
いち・に・さん

13:30 ～ 15:00
200円／回 or 月 500円
※配布資料が多い時はコピー
　代金あり

nihongohiroba123@yahoo.co.jp
日常会話、文法
※テキスト使用

【対象：初級、中級】

こんにちは！福岡県留学生サポートセンター運営協議会（FiSSC）です。
FiSSC は、県内の大学、自治体等と一緒に、留学生の生活相談や就職支援、アルバイト紹介、
地域の方々との交流促進などのサポートを行っています。
FiSSC にまつわる Tips（知っていると役立つ情報）の第3回目をお届けします。

FiSSC

Tips

Vol.3Vol.3

〔特徴〕 テキストは使わず、日本での生活の疑
問点や文化の違い、最近話題のスポーツなど
についておしゃべりをする教室です。ボラン
ティアは日本語教師や外国に興味のある大
学生。皆年齢が近いため自然と話が盛り上が
り、友達の輪も広がります。

日本語を学ぶ会土 曜日②

〔特徴〕 和気あいあいと楽しく会話や文法を学べる
教室です。学習者のレベルに合わせてグループを
作って勉強しています。この教室で学んだことを、
日常生活で生かせるようにサポートしています。

ようこそ日本語教室土 曜日③

〔特徴〕 学習者の能力やニーズに合
わせてグループを作り、初級から上
級の日常会話や文法を学ぶ教室で
す。マンツーマンでの日本語能力試
験対策も可能。お花見や忘年会など、
日本の文化や習慣も体験できます。

ブーさん
(ベトナム)

李さん
(台湾)

タンさん
(ベトナム)

濱地さん
中川さん

松尾さん

 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

     1 2 3   

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

1 2 3 4 5 6 7   

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31

国際交流関係のイベント情報はFiSSCのホームページ
またはfacebookで！！　

www.fissc.net/ja/ www.facebook.com/fukuoka.fissc

ホームページ facebookFiSSCでは国際交流関係のイベント情報を、ホーム
ページにあるイベントカレンダーやfacebookを通
して発信しています。留学生だけでなく、国際交流に
関心のある日本人の方も活用できる情報がたくさん
ありますので、ぜひチェックしてくださいね！

イベント申込先

昨年の様子 ▼

この教室に通って
5ヶ月。日本語が

分かるようになってきた
ことで、日々の勉強が
楽しくなってきました。
3級合格を目指して
頑張っています！

H,I

B

A②

B B

A②

D

HDA②

CB

A②

A

A②

A②

A②

E,F,G

D

D

D

C

C

C

B

B

B

H,I

H,I

A②

H,I

H,I

H,I

D

DCB

DCB

A

H,I

H,I

DCB

C

C

B

B D

F,G

H,IA

DCB

E,F,G

F,G

E,F,G

F,G

E

F,G

E,F,G

E,F,G

H

H,I

F,G

★ ★

★

★

★

★こくさいひろばでのイベント開催時には、交流室で開催します。
★日本語教室のスケジュールが変更になる場合がありますので、当センターのホームページをご確認ください。　★12月29日～1月3日は年末年始休館日です。
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こくさいひろばイベント情報 １月・２月・３月

にほんごきょうしつ＠こくさいひろば

※福岡県内で実施されているボランティアによる日本語教室（約90箇所）については当センターのホームページをご覧ください。

January February

外国人のための人権相談会
★こくさいひろばカフェ ★ハビタットひろば ★日本文化塾

在留手続き等相談会

A～Iは日本語教室開催日です。どの教室が開催されるかは下表でご確認ください。

March

こくさいひろばカレンダー
スマートフォン

にも対応！

1月 2月 3月
最新のイベント情報は、ホームページをご覧ください。  www.kokusaihiroba.or.jp/

（公財）福岡県国際交流センター
電話：092-725-9200　 FAX：092-725-9206
E-mail：info@kokusaihiroba.or.jp

留学生のための起業セミナー

▼開催日時＝1月16日（土）14：00～17：00　 ▼対象＝留学生・元留学生

▼定員＝50名　 ▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・メール）
　　　　福岡県留学生サポートセンター運営協議会 092-725-9201

▼E-mail＝club.fissc@gmail.com

福岡在住外国人起業家による体験談と、行政書士によるガイダンス「起業を行
う際の手続きや留意点について」を行います。
──────────────────────────────────

福岡県地域日本語教室事例発表会＆交流会

▼開催日時＝1月24日（日）14：00～16：30　 ▼定員＝60名程度

▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・FAX・メール）　（公財）福岡県国際交流センター

日本語教育専門家の話や他教室のボランティアの皆さんとの交流を通して、
日頃の疑問や悩みについて一緒に考えてみませんか？

（ファシリテーター：神吉宇一氏）
──────────────────────────────────

留学体験談ひろば
①vol.4 韓国へ行こう！
②vol.5 オーストラリアへ行こう！
③vol.6 中国へ行こう！

▼開催日時＝①1月30日（土）14：00～16：00
　　　　　　②2月6日（土）14：00～16：00
　　　　　　③3月6日（日）14：00～16：00

▼定員＝50名程度　 ▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・FAX）　（公財）福岡県国際交流センター

留学体験者が、留学準備から留学生活、留学後の様子についてホットな体験談を
話します！また、関係機関（駐福岡大韓民国大使館・在福岡オーストラリア総領事
館・中華人民共和国駐福岡総領事館）の担当者から最新の情報提供も行います。
──────────────────────────────────

こくさいひろばカフェ　　で世界一周
①vol.31 アメリカ大陸
②vol.32 エジプト＆オーストラリア

▼開催日時＝①1月31日（日）14:00～16:00
　　　　　　②3月13日（日）14:00～16:00

▼定員＝50名程度　 ▼参加費・料金＝賛助会員：無料　一般：300円

▼申込＝要申込（電話・FAX・メール）　（公財）福岡県国際交流センター

県内の学校などで活躍している国際理解教育の外国人・日本人講師が、こくさ
いひろばに登場！さまざまな経験を持つ講師たちが、外国や日本での活動を紹
介します。お菓子やお茶を味わいながら、世界の人々と交流できるイベントで
す。vol.31のテーマは「アメリカ大陸」。福岡県移住者子弟留学生が出身国の文
化や日系人の生活について紹介します。vol.32のテーマは、「エジプト＆オース
トラリア」です。（詳細は、HPに掲載）

第30回 ハビタットひろば
「国際機関で働く」

▼開催日時＝2月1日（月）18:00～19:30　 ▼定員＝50名程度

▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・FAX・メール）　国連ハビタット福岡本部 092-724-7121

▼ＦＡＸ＝092-724-7124　 ▼E-mail＝habitat.fukuoka@unhabitat.org

▼URL＝www.fukuoka.unhabitat.org/

国連ハビタット福岡本部と（公財）福岡県国際交流センターによる合同レク
チャーシリーズ。
第30回のテーマは、「国際機関で働く」。日本人が国際機関への就職を目指す
際にどのような方法があるのか、外務省国際機関人事センターの講師にお話
しいただきます。（詳細は、HPに掲載）
──────────────────────────────────

韓国ドラマからみる高麗・朝鮮王朝

▼開催日時＝3月5日（土）14：00～17：00　 ▼定員＝100名

▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・FAX・メール）　九州大学韓国研究センター 092-642-4358

▼ＦＡＸ＝092-642-4359

▼E-mail＝intlkrcks.uok@jimu.kyushu-u.ac.jp

▼URL＝rcks.kyushu-u.ac.jp/

高麗王朝の建国譚、朝鮮王朝後半期の名君として知られる正祖、16世紀末に
起こった豊臣秀吉の朝鮮侵略を素材とした韓国のドラマや映画を取り上げな
がら、各時代の政治・社会の実相や、これらの歴史に関する「語り」の特徴につ
いて解説します。
──────────────────────────────────

アフリカンデー＠こくさいひろば

▼開催日時＝3月21日（月・祝）13:30～16:30　 ▼参加費・料金＝無料

九州大学のアフリカ人留学生が
中心となって、アフリカを紹介す
るイベントです。近年成長を続け
ているアフリカの様子や、アフリ
カ各国の伝統音楽や衣装、ダンス
などを幅広く紹介します。るイベ
ントです。

──────────────────────────────────

第4回 EU研修旅行報告会

▼開催日時＝3月24日（木）　 ▼定員＝60名程度　 ▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（FAX・メール）　EUIJ 九州

▼ＦＡＸ＝092-642-4435　 ▼E-mail＝event@euij-kyushu.com

ベルギー、オランダ、ルクセンブルクのEU諸機関を訪問し、現地の大学生と交
流するEU研修旅行に参加した、九州大学、福岡女子大学の精鋭学生16名が、
研修旅行で得た成果を発表します。 インタビューインタビュー

こくさいひろばでは、9つのボランティアによる日本語教室が開催され、さまざまな国や地域の
学習者たちが、それぞれにあった教室を見つけ、交流しながら楽しく日本語を学んでいます。

にほんごひろば土 曜日①

にほんごきょうしつにほんごきょうしつ

教室名 時間 参加費 連絡先 内容

火
曜
日

A
小さな国際交流の会

①10:00 ～ 12:00
②13:00 ～ 15:00

5000円／ 6 ヶ月（初回）
※別の場所で開催されている
　全クラスに参加可（見学無料）

092-662-7690（野口）
chiisanainfo@gmail.com

①日常会話、発音練習（発音の矯正）【対象：初級、中級】
②基礎クラス（文字・文型・初級会話・発音練習）
　【対象：初級】

水
曜
日

B
コスモス日本語クラブ

①11:00 ～ 12:30
②13:30 ～ 15:00

100円／回　or
400円／月

092-807-7053（岸田）
nayutami_bien@yahoo.co.jp ①②日常会話、文法【対象：初級、中級、上級】

木
曜
日

C
えふえいち日本語教室 13:30 ～ 15:30 200円／初回　or

500円／月
090-7539-3739（青木）
fumika@forest.ocn.ne.jp

日常会話、文法、日本語能力試験対策
【対象：初級、中級、上級】

金
曜
日

D
金曜クラブ 14:00 ～ 16:00 200円／回　or

500円／月

080-3946-8859（芝）
torianon-2@jcom.home.ne.jp
※中国語、英語可

日常会話、文法、日本語能力試験対策（Ｎ１～Ｎ４）
【対象：初級、中級、上級】

土
曜
日

E
にほんごひろば 10:30 ～ 12:30 無料 chikushijfl @yahoo.co.jp

日常会話
※筑紫女学園の学生ボランティアとのフリートーク

【対象：中級、上級】
F

日本語を学ぶ会 13:30 ～ 15:30 500円／月 090-4779-6816（濱地）
nihongowomanabukai@hotmail.co.jp

日常会話、文法、日本語能力試験対策
【対象：初級、中級、上級】

G
ようこそ日本語教室 16:30 ～ 18:20 500円／月 092-801-2974（平田）

nihongo822@hotmail.com
日常会話、文法、日本語能力試験対策（Ｎ１・Ｎ２）

【対象：初級、中級、上級】

日
曜
日

H
日曜会話サロン 10:30 ～ 12:20 100円／回 090-4754-6321（深川）

nichiyo2525@yahoo.co.jp
日常会話、フリートーク

【対象：中級】
I

にほんごひろば・
いち・に・さん

13:30 ～ 15:00
200円／回 or 月 500円
※配布資料が多い時はコピー
　代金あり

nihongohiroba123@yahoo.co.jp
日常会話、文法
※テキスト使用

【対象：初級、中級】

こんにちは！福岡県留学生サポートセンター運営協議会（FiSSC）です。
FiSSC は、県内の大学、自治体等と一緒に、留学生の生活相談や就職支援、アルバイト紹介、
地域の方々との交流促進などのサポートを行っています。
FiSSC にまつわる Tips（知っていると役立つ情報）の第3回目をお届けします。

FiSSC

Tips

Vol.3Vol.3

〔特徴〕 テキストは使わず、日本での生活の疑
問点や文化の違い、最近話題のスポーツなど
についておしゃべりをする教室です。ボラン
ティアは日本語教師や外国に興味のある大
学生。皆年齢が近いため自然と話が盛り上が
り、友達の輪も広がります。

日本語を学ぶ会土 曜日②

〔特徴〕 和気あいあいと楽しく会話や文法を学べる
教室です。学習者のレベルに合わせてグループを
作って勉強しています。この教室で学んだことを、
日常生活で生かせるようにサポートしています。

ようこそ日本語教室土 曜日③

〔特徴〕 学習者の能力やニーズに合
わせてグループを作り、初級から上
級の日常会話や文法を学ぶ教室で
す。マンツーマンでの日本語能力試
験対策も可能。お花見や忘年会など、
日本の文化や習慣も体験できます。

ブーさん
(ベトナム)

李さん
(台湾)

タンさん
(ベトナム)

濱地さん
中川さん

松尾さん
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国際交流関係のイベント情報はFiSSCのホームページ
またはfacebookで！！　

www.fissc.net/ja/ www.facebook.com/fukuoka.fissc

ホームページ facebookFiSSCでは国際交流関係のイベント情報を、ホーム
ページにあるイベントカレンダーやfacebookを通
して発信しています。留学生だけでなく、国際交流に
関心のある日本人の方も活用できる情報がたくさん
ありますので、ぜひチェックしてくださいね！

イベント申込先

昨年の様子 ▼

この教室に通って
5ヶ月。日本語が

分かるようになってきた
ことで、日々の勉強が
楽しくなってきました。
3級合格を目指して
頑張っています！
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★ ★

★

★

★

★こくさいひろばでのイベント開催時には、交流室で開催します。
★日本語教室のスケジュールが変更になる場合がありますので、当センターのホームページをご確認ください。　★12月29日～1月3日は年末年始休館日です。
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公益財団法人福岡県国際交流センター（FIEF:Fukuoka International Exchange Foundation）

〒810-0001 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡内
URL : www.kokusaihiroba.or.jp　E-mail : info@kokusaihiroba.or.jp

TEL.092-725-9204  FAX.092-725-9205
開館時間 8:30-17:45 ／休館日 土日祝日、12月29日～1月3日

企画交流課（8F）

TEL.092-725-9200  FAX.092-725-9206
開館時間 10:00-19:00 ／休館日 12月29日～1月3日

こくさいひろば（3F）

こくさいひろば
公益財団法人　福岡県国際交流センター

2016 1-3月  vol.104
www.kokusaihiroba.or.jp

外国人のための無料相談会（福岡市・北九州市・久留米市）

(公財)福岡県国際交流センターでは、できるだけ多くの皆様のご理解・ご協力をいただきながら国
際交流事業を行っていきたいと考えております。設立目的にご賛同くださる会員を募集しています。

　当センターは、福岡県の持つ地理的、歴史的特性を活かし、県下の国
際交流団体等と協力して県民主体の国際交流を推進することにより、国

際交流における福岡県の拠点性を高めていくとともに、アジア諸国をはじめとして世界各国との
交流を深め、もって相互の繁栄と世界の平和に寄与します。　【設立年月日：平成元年6月27日】

●情報誌「こくさいひろば」を年4回お届け、また、国際交流イベント
　「こくさいひろばカフェ」に無料で参加できます。
　（隔月開催：通常参加費300円）
●こくさいひろば内の交流室（定員30名）が使用できます。
　※団体会員、もしくは個人会員５名以上でお申込みください。
●年に1度、証明写真（パスポート用を含む）を無料で撮影します。
　（通常2枚組1,200円：個人会員のみ）
●ワールドグルメひろば登録店、福岡県立美術館や旅行代理店・
　ホテル等の協賛店で割引を受けられます。

《特典》

学生会員：1口 1,000円　　一般会員：１口 2,000円
団体会員：１口 10,000円年会費（入金より1年間有効）

(公財)福岡県国際交流センター

設 立 目 的
賛助会加入のご案内

（随時募集中）

（個人会員用）

ご希望の方には入会資料を送付します。こくさいひろばまでお問
い合わせ下さい。

※その他さまざまな特典をご用意しております。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

　新しいお知らせはfacebookで配信中！
　「いいね！」をクリック。

毎月第2土曜日にこくさいひろば
で無料相談会を開催していま
す。就労や婚姻、近所とのト
ラブルなど、外国人の人権に
関することについてお気軽
にご相談ください。

外国人のための人権相談会
●開催日時／毎月第2土曜日（1/9、2/13、3/12）13：00～16：00
●相談内容／就労・住宅・婚姻・近所とのトラブルなど、外国人の人権に関すること
●対応言語／日本語、英語　　●対応者／弁護士　　●申込／不要
●連絡先／福岡法務局 人権擁護部 第一課　092-832-4311

在留手続き等相談会
●開催日時／毎月第1月曜日（1/4、2/1、3/7）16：30～18：30 ※18：00まで受付
　　　　　　　　第4土曜日（1/23、2/27、3/26）13：00～16：00 ※15：30まで受付
●相談内容／国籍・入国・在留資格・家族の呼び寄せなど
●対応言語／日本語、英語、中国語　※英語、中国語は、第4土曜日のみ
●対応者／行政書士　　●申込／不要　　●連絡先／福岡県行政書士会　092-641-2501

場　所 ： こくさいひろば交流室（福岡市中央区天神1-1-1　アクロス福岡3F）
ホームページ ： www.kokusaihiroba.or.jp/project/infomation/consultation.html

【電話相談】外国人に関わる生活相談
●開催日時／月曜日～金曜日9:00～17:00
●相談内容／子どもの入園・進学、住居の借り方、外国人の雇用に関することなど、その他困ったこと
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語、タガログ語　　●対応者／行政書士

連絡先 ： 特定非営利活動法人 グローバルライフサポートセンター　092-283-8880
ホームページ ： www.npo-global.jp/

外国人のための入国・在留・国籍に関する無料相談会
●開催日時／毎月第2日曜日（1/10、2/14、3/13）13:00～16:00 ※15：30まで受付
●相談内容／在留資格、在留期間、家族の呼び寄せ、永住・帰化、国際結婚の手続きなど
●対応言語／日本語、英語、中国語 ※その他の言語は要事前連絡
●対応者／行政書士
●申込／不要

外国人のための無料法律相談
●開催日時／毎月第1・第3土曜日（1/16、2/6・20、3/5・19）
　　　　　　⑴10：30～　⑵11：15～　⑶12：00～　⑷12：45～
●相談内容／法律に関すること（1人45分間）
●対応言語／日本語、英語、中国語 ※その他の言語は要事前連絡
●対応者／弁護士　　●申込／要予約（ホームページ）

外国人のための無料心理カウンセリング
●開催日時／月曜日10:00～18:00、木曜日10:00～13:00、土曜日14:00～19:00
●相談内容／人間関係の悩み、ストレスといった心理面の問題など（1人60分間）
●対応言語／日本語・英語
●対応者／臨床心理士　　●申込／要予約（電話・レインボープラザカウンター）

外国人のための無料健康相談
●開催日時／毎週水曜日17:00～19:00
●相談内容／健康に関すること。ただし、施術・投薬・処方箋作成などの診療行為は法的な制限が

あるため行いません。
●対応言語／日本語・英語　　●対応者／ボランティアの日本人医師
●申込／不要 ※相談会が休みの場合もあるため、要事前連絡

場　所 ： レインボープラザ会議室（福岡市中央区天神1-7-11 イムズ8F）
連絡先 ： （公財）福岡よかトピア国際交流財団 レインボープラザ　092-733-2220
ホームページ ： www.rainbowfia.or.jp/foreigner/

外国人労働者相談
●開催日時／毎週火曜日、第2・第4木曜日（1/14・28、2/11・25、3/10・24）9:00～16:00
●相談内容／労働条件に関すること（電話可）　　●対応言語／日本語、英語
●対応者／監督官、アドバイザー　　●申込／不要

場　所 ： 福岡労働局労働基準部監督課 福岡合同庁舎新館4F（福岡市博多区博多駅東2-11-1)
連絡先 ： 福岡労働局労働基準部監督課　092-411-4862

福岡市

北九州市

久留米市

法律相談会
●開催日時／毎月第4土曜日（1/23、2/27、3/26）13:30～16:30
●相談内容／職場でのトラブル、交通事故、住宅、結婚、離婚など
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語　　●対応者／弁護士
●申込／要予約（電話）※先着3名まで

入国・在留・国籍手続相談会
●開催日時／毎月第3日曜日（1/17、2/21、3/20）13:00～16:00
●相談内容／在留資格の変更、家族の呼び寄せ、在留期間の更新、再入国手続き、帰化、永住、外

国人登録、国際結婚、国籍関係などの手続きなど
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語　　●対応者／行政書士
●申込／不要 ※通訳が必要な場合は要予約（電話）

心理カウンセリング相談
●開催日時／毎月第4土曜日（1/23、2/27、3/26）9:30～12:30
●相談内容／人間関係の悩み、ストレスといった心理面の問題など
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語
●対応者／臨床心理士
●申込／要予約(電話) ※先着3名まで

場　所 ： （公財）北九州国際交流協会（北九州市八幡西区黒崎3-15-3　コムシティ3F）
連絡先 ： （公財）北九州国際交流協会 外国人インフォメーションセンター　093-643-6060
ホームページ ： www.kitaq-koryu.jp/lifeinfo/freeadvice.html

外国人のための無料相談会
●開催日時／毎月第3土曜日（1/16、2/20、3/19）13:00～16:00
●相談内容／国際結婚や帰化、国籍問題など
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語　　●対応者／行政書士　　●申込／不要

場　所 ： 久留米市役所3F会議室（久留米市城南町15-3）
連絡先 ： （公財）久留米観光コンベンション国際交流協会　0942-31-1717
　　　　 kokusaikoryu@ktie.or.jp

外国人のための無料法律相談
●開催日時／毎月第2・第4金曜日（1/8・22、2/12・26、3/11・25）13:00～16：00 ※祝日は除く
●相談内容／一般民事、労働問題、家庭問題、入管関係、刑事事件など
●対応言語／日本語、英語、中国語 ※英語は第4金曜日のみ
●対応者／弁護士　　●申込／要予約（電話） 平日10:00～16:00

場　所 ： 福岡県弁護士会 天神弁護士センター (福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル2F)
連絡先 ： 福岡県弁護士会　092-737-7555
ホームページ ： www.fben.jp/whats/gaikokujin.htm

福岡法務局人権擁護委員の紹介

福岡法務局人権擁護委員の紹介
相島さん

（弁護士）

毛利さん
（通訳）

LOVE FM 76.1 「Info from Fukuoka Prefecture」
（月曜日～金曜日 13：25～）
（月：英語／火：中国語／水：韓国語／木：タガログ語／金：日本語 ）
在住外国人の皆さまに役立つ情報を多言語で放送中！

入学前

在学中

▼海外の各都市に出向き、現地学生へ福岡県内の留学環境や学校の情報を
　提供し、留学希望者をサポートしています。

第65回「日本の神社と神様─太宰府天満宮─」

「タイ福岡OB会」発会式「タイ福岡OB会」発会式

上級
ビジネス
日本語
講座

▼

相談窓口は土日祝日もあいていますので、いつでもご相談ください。

▼日本文化塾では様々な日本文化を留学生のみなさんに紹介しています。

▼

就職活動中の留学生向けに就職先の紹介やセミナーを行っています。

福岡県留学生サポートセンター運営協議会 (FiSSC : Fukuoka international Student Support Center)

URL：www.fissc.net/ja/　Facebook：www.facebook.com/fukuoka.fissc
E-mail　fissc@kokusaihiroba.or.jp　TEL：092-725-9201

《問い合わせ先》

広報・リクルート

生活相談・アルバイト紹介・
日本文化塾・交流促進・就職支援

フォローアップ

本殿の中に
入れてとても
貴重な体験に
なりました！

日本の文化を知る
だけでなく、色々な
国のお友だちが
できて楽しかった。

福岡県留学生サポートセンター運営協議会（FiSSC）では、県内の大学、自治体、経済団体等と一緒に、
福岡県内で学ぶ留学生を入学前から卒業後までサポートするため、様々な事業を行っています。

▼福岡でできた仲間とのネットワークを帰国後も継続できるよう、
　各都市で帰国留学生会の立ち上げをサポートしています。

卒業後


