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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）

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）

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

外国人のための人権相談会

外国人のための無料法律相談

入国・在留・国籍手続相談会

法律相談会

心理カウンセリング相談
日　時 随時　※日時はご相談ください
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
対応者 臨床心理士　　言　語 日本語、英語、中国語、韓国語

場　所 福岡市国際会館会議室(福岡市博多区店屋町4-1　福岡市国際会館)
連絡先 （公財）福岡よかトピア国際交流財団　092-262-1799

日　時 月曜日8:45～17:45、火曜日8:45～11:45、木曜日8:45～12:45
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）
対応者 臨床心理士　　言　語 日本語・英語　　

日　時 毎月第2日曜日（12/9、1/13、2/10、3/10）
　　　 13:00～16:00　※15：30まで受付
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
対応者 行政書士　　言　語 日本語、英語、中国語　※その他の言語は要事前連絡

外国人のための入国・在留・国籍に関する無料相談会

外国人のための無料心理カウンセリング

外国人労働者相談
日　時 毎週火曜日、第2・第4木曜日　9:00～16:00　※祝日は除く
内　容 労働条件に関すること（電話可）　　
対応者 監督官、アドバイザー　　言　語 日本語、英語

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

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

在留手続き等相談会

要予約（電話）平日10:00～16:00

要予約（電話）

要予約（電話）

福岡市

北九州市 久留米市

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

予約不要
予約不要

予約不要

予約不要

予約不要
予約不要

※通訳が必要な場合は要予約（電話）

※先着3名まで

日　時 毎月第1月曜日（12/3、1/7、2/4、3/4）16：30～18：30 
　　　 ※18：00まで受付
　　　 第4土曜日（12/22、1/26、2/23、3/23）13：00～16：00 
　　　 ※15：30まで受付
内　容 国籍、入国、在留資格、家族の呼び寄せなど　　対応者 行政書士　 
言　語 日本語　※英語、中国語は第４土曜日のみ
連絡先 福岡県行政書士会　092-641-2501

日　時 毎月第2土曜日（12/8、1/12、2/9、3/9）13：00 ～ 16：00
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
対応者 弁護士　　
言　語 日本語、英語　　
連絡先 福岡法務局人権擁護部 第一課　092-739-4151　

日　時 毎月第2・第4金曜日（12/14・28、1/11・25、2/8・22、3/8・22）
　　　 13:00～16：00　※祝日は除く
内　容 一般民事、労働問題、家庭問題、入管関係、刑事事件など
対応者 弁護士
言　語 日本語、英語、中国語　※英語は第4金曜日のみ

日　時 毎月第3日曜日（12/16、1/20、2/17、3/17）13:00～16:00
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、国際結婚、国籍関係などの手続きなど
対応者 行政書士　　言　語 日本語、英語、中国語、韓国語

日　時 毎月第4土曜日（12/22、1/26、2/23、3/23）13:30～16:30
内　容 職場でのトラブル、交通事故、住宅、結婚、離婚など
対応者 弁護士　　
言　語 日本語、英語、中国語、韓国語

日　時 毎月第3土曜日（12/15、1/19、2/16、3/16）13:00～16:00
内　容 国際結婚や帰化、国籍問題など
対応者 行政書士　
言　語 日本語、英語、中国語、韓国語

外国人のための無料相談会

外国人のための無料法律相談
日　時 毎月第1土曜日（12/1、2/2、3/2）10:30～13:30
　　　 第3水曜日（12/19、1/16、2/20、3/20）13:00～16:00
内　容 法律に関すること（1人45分間）
対応者 弁護士
言　語 日本語、英語、中国語　※その他の言語は要事前連絡

要予約（窓口・電話）

要予約（窓口・電話）

　病院で言葉に困った時、不安なときにサポートいたします。

　医療機関からの依頼により、医療通訳ボランティアを派遣します。
（予約制・無料）※事前登録必要
●対応時間 平日9:00～18:00（土日祝、盆、年末年始は休業）
●対応言語 英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語

　電話通訳（外国人向け、医療機関向け）、医療に関する案内（外国人向け）
（無料、通話料は医療機関または利用者個人の負担）※事前登録不要
●対応時間 24時間365日
●対応言語 英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、
　　　　　 タガログ語、ネパール語、マレー語、スペイン語、ポルトガル語、
　　　　　 ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語

Facebookでは多言語（日・英・中・韓）
でさまざまな情報を配信中。「いいね」
をクリックして、最新情報をチェックし
てください。

★地震・津波、台風、大雨等の防災気象情報、避難勧告等
★災害時の安否情報通知　★福岡県避難支援マップ
★地域の安全に関する情報（不審者、行方不明者、大気汚染情報など）
www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp（日本語）
www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp/en/（英語）
からご登録ください。

賛助会員募集 !
（公財）福岡県国際交流センターでは賛助会員を随時募集しています。「こ
くさいひろばカフェ」への参加費が無料になるなど、さまざまな特典をご用
意。入会申込み・お問い合わせは「こくさいひろば」まで！
※特典の詳細はホームページをご覧ください。

福岡アジア医療サポートセンター

医療通訳派遣（医療機関向け） TEL 》092-734-3035

医療に関する外国語対応コールセンター

福岡アジア医療サポートセンター
TEL 092-734-3035　　ウェブサイト http://asian/msc.jp
※アジア医療サポートセンターは、福岡県と福岡市の共同事業です。

TEL 》092-286-9595

ご利用についてのお問い合わせ

●学生会員 １口    1,000円（学生証をご提示ください）
●一般会員 １口　 2,000円　　●団体会員 １口　10,000円
※入金から１年間有効

年会費

防災情報等メール
配信システム 防災メール・まもるくん

外国人のための防災ハンドブック

登録・利用無料

　災害時の情報等をメールであなたにお知らせします。

　福岡県は、災害が発生した時にどのようにしたらよいかについ
てなどをまとめた「外国人のための防災ハンドブック」を7言語で
作成しています。
（やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、タガログ語、ネパール
語、ベトナム語）
※福岡県国際交流センターのホームページからPDFをダウンロードできます。

その他お役立ち
情報もあります！

海外福岡県人会との交流

（公財）福岡県国際交流センターでは、福岡県が友好提携を結んでいる地域や、海外にある福岡県人会と、
さまざまな事業を進めています。

　福岡県を故郷に持つ人々で組織した海外福岡県人会は、現在、世界２１の国、地域に３６カ所あります。海外福岡県人会は、
本県とそれぞれの国・地域をつなぐ懸け橋として貴重な財産であり、海外との交流において重要な役割を担っています。
　当センターでは、各県人会のための後継者育成や、ネットワークの構築を図るため、各県人会の周年事業への訪問団派遣、県
人会子弟の受け入れ、県内の青年の派遣、海外で活躍する本県出身者を招いてのセミナーなど、さまざまな事業を実施しています。

ブラジル日本移民110周年記念式典開催
　今年は、日本からブラジルへの官制移民が始まって110周年に当たり、ブラジル国内では、各地で記念行事が行われました。
　福岡県からの移住者は、全国で４番目に多く、約５万６千名に達しています。中でも、ブラジルには多数の方が移住し、現
在４つの福岡県人会が存在しています。その会員数は1,000名以上にのぼり、海外福岡県人会全体の４分の１を占めています。
　７月21日（土）には、秋篠宮眞子内親王殿下のご臨席の下、ブラジル・サンパウロにおいて、ブラジル日本移民110周年記
念式典が開催され、福岡県からも訪問団を派遣しました。現地では、本県とブラジルとの懸け橋となっている現地県人会と交
流し、その絆をさらに深めました。
　また、７月20日から22日の３日間、記念式典にあわせて、日本の食と文化を発信する世
界最大の日系人の祭典である「日本祭り」が開催されました。福岡県もブースを設置し、県
内市町村からご提供いただいた特産品の展示や、八女茶の試飲を行いました。また、太宰府
の「梅酒」や「梅ヶ枝餅」を展示、提供し、太宰府の観光ＰＲも行いました。

110周年記念式典でご挨拶される秋篠宮眞子内親王殿下　110周年記念式典でご挨拶される秋篠宮眞子内親王殿下　 県内市町村から提供された特産品の展示県内市町村から提供された特産品の展示

「日本祭り」での福岡県ブース「日本祭り」での福岡県ブース

▲

日本語版

▲

英語版
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ナクナワウパサム高校で授業参加ナクナワウパサム高校で授業参加

体験報告会体験報告会

こくさいひろばイベント情報 １２月・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

福岡県地域日本語教室ボランティア
スキルアップ講座
　在住外国人の日本語学習支援に携わるボランティアや、ボランティアにご
興味のある方のためのスキルアップ講座です。

▼開催日時 12月１日(土)13:00～17:00

▼対象 日本語教室でボランティアに携わっている方、日本語ボランティア
にご興味のある方

▼定員 70名程度　 ▼参加費 無料　 ▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼内容 「実際に使える日本語」を目標とした中級教材
　　　 ～『まるごと日本のことばと文化　中級1/2』の理念と実践～　
　　　 講師 磯村　一弘　国際交流基金日本語国際センター専任講師

▼連絡先 （公財）福岡県国際交流センター

留学体験談ひろば
①台湾　②韓国　③中国
　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の体験談を
話します。また、台湾、韓国の各公館から最新の情報提供も行います。

▼開催日時 ①12月２日（日）14:00～　②１月20日（日）14:00～
　　　　　 ③２月17日（日）14:00～

▼定員 50名程度　 ▼参加費 無料

▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼連絡先 （公財）福岡県国際交流センター

ハビタットひろば
①第47回
　世界の都市問題解決に向けた国連ハビタットの活動（仮）

②第48回
　「福岡方式」アフリカへ Part III ～ エチオピア～
　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。国連ハビタットの職員等が世界での活動を紹介します。国連
職員等から直接お話を聞くことができる貴重な機会です。
※テーマおよび講師が変更になる場合があります。詳細はHPに掲載。

▼開催日時 ①12月10日（月）18:30～19:30
　　　　　 ②２月１日（金）18:30～19:30

▼定員 50名程度　 ▼参加費 無料　 ▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼連絡先 国連ハビタット福岡本部
　　　　 TEL 092-724-7121　ＦＡＸ 092-724-7124　
　　　　 www.fukuoka.unhabitat.org

　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、自治体等とともに、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。
　ここではFiSSCの最新情報Fissc Reportの第２回目をお届けします。

福岡の大学へ進学を目指す日本語学校の留学生を対象に、
キャンパス見学・進学説明会を開催しました！

スマートフォン
にも対応

ＥＵのクリスマス
　九州大学に在籍するEU諸国出身者が、母国のクリスマス文化を
紹介します。本場のクリスマス気分を感じられるひとときです。

▼開催日時 12月15日(土)13：30～15：00

▼定員 60名程度　 ▼参加費 無料

▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼連絡先 （公財）福岡県国際交流センター 企画交流部
　　　　 TEL 092-725-9204　ＦＡＸ 092-725-9205　

こくさいひろばカフェ      で世界一周
①vol.49 南米各国＆メキシコ
②vol.50 フィリピン＆イタリア
　学校などで活躍している国際理解教育の講師が、こくさいひろばに登場！海
外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。

▼開催日時 ①１月27日（日）14:00～16:00
　　　　　 ②３月24日（日）14:00～16:00

▼定員 50名程度　 ▼参加費 賛助会員 無料、一般 300円

▼申込 要申込（電話、FAX、メール）
▼連絡先 （公財）福岡県国際交流センター

カンボジア・デー
　カンボジアの舞踊・ゲーム紹介やカンボジアの映像を上映します。民族衣
装の試着もできます。

▼開催日時 ２月11日（月・祝）14:00～16:00

▼定員 50名程度　 ▼参加費 無料　 ▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼連絡先 （公財）福岡県国際交流センター

災害時通訳・翻訳ボランティア
スキルアップ講座
　大規模災害時の外国人支援について、現場でどのような活動をするのか、
どのようなことが求められるのか、災害時ボランティアの実際を学び、スキル
アップを目指しましょう。

▼開催日時 ３月16日（土）16：00～18：30

▼定員 50名程度　 ▼参加費 無料　 ▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼講師 菊池　哲佳　多文化社会コーディネーター（多文化社会専門職機構 認定）

　　　 公益財団法人 仙台観光国際協会

▼連絡先 （公財）福岡県国際交流センター

vol.2FiSSC

Report

フィスク

　FiSSCでは毎年、福岡の大学へ進学を目指す日本語
学校の留学生を対象にキャンパス見学・進学説明会を開
催しています。参加費は無料、FiSSCのスタッフが同行し、
見学のサポートをします。今年度は7大学（福岡女子大学、
西南学院大学、福岡大学、九州産業大学、中村学園大学、
久留米大学、近畿大学産業理工学部）で開催しました。
当日は、入試や奨学金の説明を受けたり、留学生の先輩
から直接話を聞いたり、また学食を利用したりと楽しみ
ながら志望校について理解を深めることができました。
福岡の大学へ進学を目指す日本語学校のみなさん、いつ
でもFiSSCに相談に来てくださいね。

福岡県留学生サポートセンター運営協議　www.fissc.net

（公財）福岡県国際交流センター　TEL 092-725-9200　FAX 092-725-9206　Email  info@kokusaihiroba.or.jpイベント申込先

高校生たちがバンコクで異文化体験！

平成30年度青少年海外派遣プログラム（バンコク）

ユネスコ世界遺産 の九州初公演が実現！“昆劇”
　（公財）福岡県国際交流センターは、日中平和友好条約締結40周年と

当センター創立30年を記念するため、岡垣国際交流協会と共同主催で、

福岡県と友好提携関係にある中華人民共和国江蘇省から蘇州昆劇院を

招へいし、10月５日（金）、福岡市男女共同参画推進センター・アミカ

スホール、翌６日（土）、岡垣サンリーアイ・ハミングホールで、公演を

開催しました。なお、九州での昆劇の上演は、今回が初めてです。

　昆劇は、現在の江蘇省蘇州市昆山を起源とし、明の時代から600年

以上の歴史を持つ中国至高の古典舞台芸術で、2001年には日本の能楽

と同時に、ユネスコ世界無形文化遺産に認定されています。昆劇の、歌・

舞踊・台詞・所作といった芸術形態は、京劇をはじめとする中国のあら

ゆる舞台芸術の形成と発展に大きな影響を与えています。

　５日の福岡公演では、当センターの藤永憲一理事長や、在福岡中国総

領事館の何振良総領事、福岡県日中友好議員連盟の川端耕一副会長の

ごあいさつの後、昆劇『牡丹亭』より、「遊園」「驚夢」「尋夢」の３幕

が上演されました。この日、会場は満員となり、300名近くの観客の皆

さんは、俳優陣の優美で洗練された身のこなしや衣装、そして、目の前

で奏でられる昆劇独特の楽器の演奏に耳目を奪われ、中国舞台芸術の

ルーツである昆劇の世界に、終始魅了されていました。

　福岡県とタイ・バンコク都は、平成18年に友好提携協定を締結し、平成22年度か
ら高校生の相互交流を行っています。今年の５月には、タイ・バンコク都の高校生20
名が福岡県を訪れ、８月には福岡県内の高校生10名がタイ・バンコク都を訪問しました。

　帰国後、プログラム参加者が、現地高
校生との交流やホームステイを通じて感
じたことや学んだことを、同世代の高校
生や一般参加者に伝える体験報告会を行
いました。
　タイと日本の道路状況が全く違い戸
惑ったことや、現地高校生の流暢な英語に刺激を受けたことなど、さまざま
なエピソードが飛び出して、終始笑いの絶えない報告会となりました。

りゅうちょう
こくさいひろばや福岡県内で開催している日本語教室
の情報は、当センターホームページの「外国人のための
情報」 ▼「外国人のための日本語教室」に掲載している
PDFをご覧ください。

【こくさいひろば】
www.kokusaihiroba.or.jp/
project/infomation/pdf/k
okusai_jp.pdf　

【福岡県内】
www.kokusaihiroba.or.jp/
project/infomation/pdf/c
lassroom_ja.pdf

第一幕「遊園」より

何総領事（左）、藤永理事長（中央）、井上県議会議長（右)から
出演者に花束の贈呈
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ナクナワウパサム高校で授業参加ナクナワウパサム高校で授業参加

体験報告会体験報告会

こくさいひろばイベント情報 １２月・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

福岡県地域日本語教室ボランティア
スキルアップ講座
　在住外国人の日本語学習支援に携わるボランティアや、ボランティアにご
興味のある方のためのスキルアップ講座です。

▼開催日時 12月１日(土)13:00～17:00

▼対象 日本語教室でボランティアに携わっている方、日本語ボランティア
にご興味のある方

▼定員 70名程度　 ▼参加費 無料　 ▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼内容 「実際に使える日本語」を目標とした中級教材
　　　 ～『まるごと日本のことばと文化　中級1/2』の理念と実践～　
　　　 講師 磯村　一弘　国際交流基金日本語国際センター専任講師

▼連絡先 （公財）福岡県国際交流センター

留学体験談ひろば
①台湾　②韓国　③中国
　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の体験談を
話します。また、台湾、韓国の各公館から最新の情報提供も行います。

▼開催日時 ①12月２日（日）14:00～　②１月20日（日）14:00～
　　　　　 ③２月17日（日）14:00～

▼定員 50名程度　 ▼参加費 無料

▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼連絡先 （公財）福岡県国際交流センター

ハビタットひろば
①第47回
　世界の都市問題解決に向けた国連ハビタットの活動（仮）

②第48回
　「福岡方式」アフリカへ Part III ～ エチオピア～
　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。国連ハビタットの職員等が世界での活動を紹介します。国連
職員等から直接お話を聞くことができる貴重な機会です。
※テーマおよび講師が変更になる場合があります。詳細はHPに掲載。

▼開催日時 ①12月10日（月）18:30～19:30
　　　　　 ②２月１日（金）18:30～19:30

▼定員 50名程度　 ▼参加費 無料　 ▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼連絡先 国連ハビタット福岡本部
　　　　 TEL 092-724-7121　ＦＡＸ 092-724-7124　
　　　　 www.fukuoka.unhabitat.org

　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、自治体等とともに、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。
　ここではFiSSCの最新情報Fissc Reportの第２回目をお届けします。

福岡の大学へ進学を目指す日本語学校の留学生を対象に、
キャンパス見学・進学説明会を開催しました！

スマートフォン
にも対応

ＥＵのクリスマス
　九州大学に在籍するEU諸国出身者が、母国のクリスマス文化を
紹介します。本場のクリスマス気分を感じられるひとときです。

▼開催日時 12月15日(土)13：30～15：00

▼定員 60名程度　 ▼参加費 無料

▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼連絡先 （公財）福岡県国際交流センター 企画交流部
　　　　 TEL 092-725-9204　ＦＡＸ 092-725-9205　

こくさいひろばカフェ      で世界一周
①vol.49 南米各国＆メキシコ
②vol.50 フィリピン＆イタリア
　学校などで活躍している国際理解教育の講師が、こくさいひろばに登場！海
外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。

▼開催日時 ①１月27日（日）14:00～16:00
　　　　　 ②３月24日（日）14:00～16:00

▼定員 50名程度　 ▼参加費 賛助会員 無料、一般 300円

▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼連絡先 （公財）福岡県国際交流センター

カンボジア・デー
　カンボジアの舞踊・ゲーム紹介やカンボジアの映像を上映します。民族衣
装の試着もできます。

▼開催日時 ２月11日（月・祝）14:00～16:00

▼定員 50名程度　 ▼参加費 無料　 ▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼連絡先 （公財）福岡県国際交流センター

災害時通訳・翻訳ボランティア
スキルアップ講座
　大規模災害時の外国人支援について、現場でどのような活動をするのか、
どのようなことが求められるのか、災害時ボランティアの実際を学び、スキル
アップを目指しましょう。

▼開催日時 ３月16日（土）16：00～18：30

▼定員 50名程度　 ▼参加費 無料　 ▼申込 要申込（電話、FAX、メール）

▼講師 菊池　哲佳　多文化社会コーディネーター（多文化社会専門職機構 認定）

　　　 公益財団法人 仙台観光国際協会

▼連絡先 （公財）福岡県国際交流センター

vol.2FiSSC

Report

フィスク

　FiSSCでは毎年、福岡の大学へ進学を目指す日本語
学校の留学生を対象にキャンパス見学・進学説明会を開
催しています。参加費は無料、FiSSCのスタッフが同行し、
見学のサポートをします。今年度は7大学（福岡女子大学、
西南学院大学、福岡大学、九州産業大学、中村学園大学、
久留米大学、近畿大学産業理工学部）で開催しました。
当日は、入試や奨学金の説明を受けたり、留学生の先輩
から直接話を聞いたり、また学食を利用したりと楽しみ
ながら志望校について理解を深めることができました。
福岡の大学へ進学を目指す日本語学校のみなさん、いつ
でもFiSSCに相談に来てくださいね。

福岡県留学生サポートセンター運営協議　www.fissc.net

（公財）福岡県国際交流センター　TEL 092-725-9200　FAX 092-725-9206　Email  info@kokusaihiroba.or.jpイベント申込先

高校生たちがバンコクで異文化体験！

平成30年度青少年海外派遣プログラム（バンコク）

ユネスコ世界遺産 の九州初公演が実現！“昆劇”
　（公財）福岡県国際交流センターは、日中平和友好条約締結40周年と

当センター創立30年を記念するため、岡垣国際交流協会と共同主催で、

福岡県と友好提携関係にある中華人民共和国江蘇省から蘇州昆劇院を

招へいし、10月５日（金）、福岡市男女共同参画推進センター・アミカ

スホール、翌６日（土）、岡垣サンリーアイ・ハミングホールで、公演を

開催しました。なお、九州での昆劇の上演は、今回が初めてです。

　昆劇は、現在の江蘇省蘇州市昆山を起源とし、明の時代から600年

以上の歴史を持つ中国至高の古典舞台芸術で、2001年には日本の能楽

と同時に、ユネスコ世界無形文化遺産に認定されています。昆劇の、歌・

舞踊・台詞・所作といった芸術形態は、京劇をはじめとする中国のあら

ゆる舞台芸術の形成と発展に大きな影響を与えています。

　５日の福岡公演では、当センターの藤永憲一理事長や、在福岡中国総

領事館の何振良総領事、福岡県日中友好議員連盟の川端耕一副会長の

ごあいさつの後、昆劇『牡丹亭』より、「遊園」「驚夢」「尋夢」の３幕

が上演されました。この日、会場は満員となり、300名近くの観客の皆

さんは、俳優陣の優美で洗練された身のこなしや衣装、そして、目の前

で奏でられる昆劇独特の楽器の演奏に耳目を奪われ、中国舞台芸術の

ルーツである昆劇の世界に、終始魅了されていました。

　福岡県とタイ・バンコク都は、平成18年に友好提携協定を締結し、平成22年度か
ら高校生の相互交流を行っています。今年の５月には、タイ・バンコク都の高校生20
名が福岡県を訪れ、８月には福岡県内の高校生10名がタイ・バンコク都を訪問しました。

　帰国後、プログラム参加者が、現地高
校生との交流やホームステイを通じて感
じたことや学んだことを、同世代の高校
生や一般参加者に伝える体験報告会を行
いました。
　タイと日本の道路状況が全く違い戸
惑ったことや、現地高校生の流暢な英語に刺激を受けたことなど、さまざま
なエピソードが飛び出して、終始笑いの絶えない報告会となりました。

りゅうちょう
こくさいひろばや福岡県内で開催している日本語教室
の情報は、当センターホームページの「外国人のための
情報」 ▼「外国人のための日本語教室」に掲載している
PDFをご覧ください。

【こくさいひろば】
www.kokusaihiroba.or.jp/
project/infomation/pdf/k
okusai_jp.pdf　

【福岡県内】
www.kokusaihiroba.or.jp/
project/infomation/pdf/c
lassroom_ja.pdf

第一幕「遊園」より

何総領事（左）、藤永理事長（中央）、井上県議会議長（右)から
出演者に花束の贈呈
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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）

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）

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

外国人のための人権相談会

外国人のための無料法律相談

入国・在留・国籍手続相談会

法律相談会

心理カウンセリング相談
日　時 随時　※日時はご相談ください
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
対応者 臨床心理士　　言　語 日本語、英語、中国語、韓国語

場　所 福岡市国際会館会議室(福岡市博多区店屋町4-1　福岡市国際会館)
連絡先 （公財）福岡よかトピア国際交流財団　092-262-1799

日　時 月曜日8:45～17:45、火曜日8:45～11:45、木曜日8:45～12:45
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）
対応者 臨床心理士　　言　語 日本語・英語　　

日　時 毎月第2日曜日（12/9、1/13、2/10、3/10）
　　　 13:00～16:00　※15：30まで受付
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
対応者 行政書士　　言　語 日本語、英語、中国語　※その他の言語は要事前連絡

外国人のための入国・在留・国籍に関する無料相談会

外国人のための無料心理カウンセリング

外国人労働者相談
日　時 毎週火曜日、第2・第4木曜日　9:00～16:00　※祝日は除く
内　容 労働条件に関すること（電話可）　　
対応者 監督官、アドバイザー　　言　語 日本語、英語

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

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

在留手続き等相談会

要予約（電話）平日10:00～16:00

要予約（電話）

要予約（電話）

福岡市

北九州市 久留米市

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

予約不要
予約不要

予約不要

予約不要

予約不要
予約不要

※通訳が必要な場合は要予約（電話）

※先着3名まで

日　時 毎月第1月曜日（12/3、1/7、2/4、3/4）16：30～18：30 
　　　 ※18：00まで受付
　　　 第4土曜日（12/22、1/26、2/23、3/23）13：00～16：00 
　　　 ※15：30まで受付
内　容 国籍、入国、在留資格、家族の呼び寄せなど　　対応者 行政書士　 
言　語 日本語　※英語、中国語は第４土曜日のみ
連絡先 福岡県行政書士会　092-641-2501

日　時 毎月第2土曜日（12/8、1/12、2/9、3/9）13：00 ～ 16：00
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
対応者 弁護士　　
言　語 日本語、英語　　
連絡先 福岡法務局人権擁護部 第一課　092-739-4151　

日　時 毎月第2・第4金曜日（12/14・28、1/11・25、2/8・22、3/8・22）
　　　 13:00～16：00　※祝日は除く
内　容 一般民事、労働問題、家庭問題、入管関係、刑事事件など
対応者 弁護士
言　語 日本語、英語、中国語　※英語は第4金曜日のみ

日　時 毎月第3日曜日（12/16、1/20、2/17、3/17）13:00～16:00
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、国際結婚、国籍関係などの手続きなど
対応者 行政書士　　言　語 日本語、英語、中国語、韓国語

日　時 毎月第4土曜日（12/22、1/26、2/23、3/23）13:30～16:30
内　容 職場でのトラブル、交通事故、住宅、結婚、離婚など
対応者 弁護士　　
言　語 日本語、英語、中国語、韓国語

日　時 毎月第3土曜日（12/15、1/19、2/16、3/16）13:00～16:00
内　容 国際結婚や帰化、国籍問題など
対応者 行政書士　
言　語 日本語、英語、中国語、韓国語

外国人のための無料相談会

外国人のための無料法律相談
日　時 毎月第1土曜日（12/1、2/2、3/2）10:30～13:30
　　　 第3水曜日（12/19、1/16、2/20、3/20）13:00～16:00
内　容 法律に関すること（1人45分間）
対応者 弁護士
言　語 日本語、英語、中国語　※その他の言語は要事前連絡

要予約（窓口・電話）

要予約（窓口・電話）

　病院で言葉に困った時、不安なときにサポートいたします。

　医療機関からの依頼により、医療通訳ボランティアを派遣します。
（予約制・無料）※事前登録必要
●対応時間 平日9:00～18:00（土日祝、盆、年末年始は休業）
●対応言語 英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語

　電話通訳（外国人向け、医療機関向け）、医療に関する案内（外国人向け）
（無料、通話料は医療機関または利用者個人の負担）※事前登録不要
●対応時間 24時間365日
●対応言語 英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、
　　　　　 タガログ語、ネパール語、マレー語、スペイン語、ポルトガル語、
　　　　　 ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語

Facebookでは多言語（日・英・中・韓）
でさまざまな情報を配信中。「いいね」
をクリックして、最新情報をチェックし
てください。

★地震・津波、台風、大雨等の防災気象情報、避難勧告等
★災害時の安否情報通知　★福岡県避難支援マップ
★地域の安全に関する情報（不審者、行方不明者、大気汚染情報など）
www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp（日本語）
www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp/en/（英語）
からご登録ください。

賛助会員募集 !
（公財）福岡県国際交流センターでは賛助会員を随時募集しています。「こ
くさいひろばカフェ」への参加費が無料になるなど、さまざまな特典をご用
意。入会申込み・お問い合わせは「こくさいひろば」まで！
※特典の詳細はホームページをご覧ください。

福岡アジア医療サポートセンター

医療通訳派遣（医療機関向け） TEL 》092-734-3035

医療に関する外国語対応コールセンター

福岡アジア医療サポートセンター
TEL 092-734-3035　　ウェブサイト http://asian/msc.jp
※アジア医療サポートセンターは、福岡県と福岡市の共同事業です。

TEL 》092-286-9595

ご利用についてのお問い合わせ

●学生会員 １口    1,000円（学生証をご提示ください）
●一般会員 １口　 2,000円　　●団体会員 １口　10,000円
※入金から１年間有効

年会費

防災情報等メール
配信システム 防災メール・まもるくん

外国人のための防災ハンドブック

登録・利用無料

　災害時の情報等をメールであなたにお知らせします。

　福岡県は、災害が発生した時にどのようにしたらよいかについ
てなどをまとめた「外国人のための防災ハンドブック」を7言語で
作成しています。
（やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、タガログ語、ネパール
語、ベトナム語）
※福岡県国際交流センターのホームページからPDFをダウンロードできます。

その他お役立ち
情報もあります！

海外福岡県人会との交流

（公財）福岡県国際交流センターでは、福岡県が友好提携を結んでいる地域や、海外にある福岡県人会と、
さまざまな事業を進めています。

　福岡県を故郷に持つ人々で組織した海外福岡県人会は、現在、世界２１の国、地域に３６カ所あります。海外福岡県人会は、
本県とそれぞれの国・地域をつなぐ懸け橋として貴重な財産であり、海外との交流において重要な役割を担っています。
　当センターでは、各県人会のための後継者育成や、ネットワークの構築を図るため、各県人会の周年事業への訪問団派遣、県
人会子弟の受け入れ、県内の青年の派遣、海外で活躍する本県出身者を招いてのセミナーなど、さまざまな事業を実施しています。

ブラジル日本移民110周年記念式典開催
　今年は、日本からブラジルへの官制移民が始まって110周年に当たり、ブラジル国内では、各地で記念行事が行われました。
　福岡県からの移住者は、全国で４番目に多く、約５万６千名に達しています。中でも、ブラジルには多数の方が移住し、現
在４つの福岡県人会が存在しています。その会員数は1,000名以上にのぼり、海外福岡県人会全体の４分の１を占めています。
　７月21日（土）には、秋篠宮眞子内親王殿下のご臨席の下、ブラジル・サンパウロにおいて、ブラジル日本移民110周年記
念式典が開催され、福岡県からも訪問団を派遣しました。現地では、本県とブラジルとの懸け橋となっている現地県人会と交
流し、その絆をさらに深めました。
　また、７月20日から22日の３日間、記念式典にあわせて、日本の食と文化を発信する世
界最大の日系人の祭典である「日本祭り」が開催されました。福岡県もブースを設置し、県
内市町村からご提供いただいた特産品の展示や、八女茶の試飲を行いました。また、太宰府
の「梅酒」や「梅ヶ枝餅」を展示、提供し、太宰府の観光ＰＲも行いました。

110周年記念式典でご挨拶される秋篠宮眞子内親王殿下　110周年記念式典でご挨拶される秋篠宮眞子内親王殿下　 県内市町村から提供された特産品の展示県内市町村から提供された特産品の展示

「日本祭り」での福岡県ブース「日本祭り」での福岡県ブース

▲

日本語版

▲

英語版
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