
ベスト電器
本店

●

明治通り

西鉄福岡駅 ●天神コア

福岡市役所●
天神中央公園●

国体道路

●イムズ

●大丸

（アクロス福岡内  8F/3F）

（公財）福岡県
国際交流センター

情報誌こくさいひろば vol.114
発行 （公財）福岡県国際交流センター　　発行日 2019年３月25日　　

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

企画交流部（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

2019 4月-7月  vol.114
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）

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）

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（4/14、5/12、6/9、7/14）
　　　 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

在留手続き等相談会

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（4/1、5/6、6/3、7/1）16：30～18：30 
　　　 ※18：00まで受付
　　　 第4土曜日（4/27、5/25、6/22、7/27）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（4/13、5/11、6/8、7/13）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 弁護士資格を持った人権擁護委員　　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
　　　 （4/12・26、5/10・24、6/14・28、7/12・26）
　　　 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
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

日　時 毎月第3日曜日（4/21、5/19、6/16、7/21）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（4/27、5/25、6/22、7/27）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（4/20、5/18、6/15、7/20）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
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（4/6、5/4、6/1、7/6）10:30～13:30
　　　 第3水曜日（4/17、5/15、6/19、7/17）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、不安な時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、クメール語、ミャンマー語

Facebook でイベント情報やセン
ターからのお知らせなど最新情報
を配信中（日、英、中、韓）

★地震、津波、台風、大雨等の防災気象情報、避難勧告など
★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）

賛助会員募集中
（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　　URL 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

●一般会員 １口　 2,000円　　●団体会員 １口　10,000円
●学生会員 １口    1,000円（学生証をご提示ください）
●ひろばカフェ会員　１口　500円 〈2019年2月新設〉　

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）
当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、役立つ
情報もあります！

　福岡県では、約19,000人の留学生が学ん
でいます。東京、大阪に次ぎ、全国第３位の留
学生が多い地域です。
　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
団体などと共に、福岡県内で学ぶ留学生を入
学前から在学中、卒業後まで総合的にサポー
トするため、さまざまな事業を行っています。

広報・
リクルート
広報・
リクルート

生活相談・アルバイト紹介・文化交流・就職支援生活相談・アルバイト紹介・文化交流・就職支援

　県内大学や生活環境の情報を提供
する海外での留学説明会を開催しま
す。また、留学を希望する方に先輩留
学生の声を紹介します。

　九州の企業と九州で就職したい留学生
を直接つなぐマッチングサイト「Work in 
Kyushu」を運営し、留学生の就職と企
業の採用活動を支援しています。
URL http://blog.kghrpc.org

　文化交流クラブでは、お茶や
生け花などの伝統文化紹介のほ
か、福岡県留学生会（FOSA）
や学生ボランティアグループ「お
むすびぐみ」のみなさんと協力
し、さまざまな交流プログラム
を企画、実施しています。

　日本での就職を目指す留学生を対象
に、求人企業の紹介や面接の練習、エ
ントリーシートの添削、就職支援セミ
ナー実施のほか、日本企業に就職した
元留学生との交流などにより、日本で
の就職を全面的にサポートしています。

　相談窓口は、年末年始を除く土日祝日（10：00-19：00）もあいていますので、
留学生活についての疑問や悩みを気軽に相談することができます。
　また、県内の高等教育機関に在籍している留学生を対象に、アルバイトや正社員
の求人の紹介も行っています。

入学前

在学中

元留学生とのネットワークづくり元留学生とのネットワークづくり
　卒業後も在学中にできた仲間とのつながりを継続できるよ
うに、福岡や母国で活躍する福岡元留学生のネットワークづ
くりをサポートしています。

卒業後

相談窓口のスタッフ

就活応援クラブおむすびぐみ

問い合わせ先

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/
 www.facebook.com/fukuoka.fissc
TEL 092-725-9201

※入会から
1年間有効

【平　日】
10:00～16:00
（日本語のみ）

【毎月第2金曜日】
10:00～13:00

（中国語・日本語）
【毎月第4金曜日】

10:00～13:00
（中国語・英語・日本語）

要予約（電話）

登　録 多言語版（英語、やさしい日本語、
中国語、韓国語）については、
福岡県ホームページをご覧ください。福岡県HP

www.bousaimobile.pref.
fukuoka.lg.jp （日本語）
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募集のお知らせ
こくさいひろばイベント情報 ４月・５月・６月・７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

ハビタットひろば
①第49回「スリランカの都市の将来を考える」
②第50回
　「アフリカにおける国連ハビタットの活動」
　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の共催による講
演会シリーズ。国連ハビタットの職員等から世界での活動について、直接お話
を聞くことが出来る貴重な機会です。
※テーマ及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 ①４月８日（月）18:30～19:30
　　　　　 ②６月１日（土）14:00～15:00

▼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 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３回目をお届けします。

福岡での就職を目指す留学生を対象に、

会社説明会＆面接会を開催しました

スマートフォン
にも対応

こくさいひろばカフェ      で世界一周
①vol.51 タイ＆ベトナム
②vol.52 ニカラグア・ホンジュラス＆ロシア
　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。

▼開催日時 ①5月26日（日）14:00～16:00
　　　　　 ②7月28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
　　　　 TEL 092-725-9200　FAX 092-725-9206
　　　　 Email  info@kokusaihiroba.or.jp

vol.3FiSSC

Report

フィスク

　FiSSCでは日本・福岡で就職を目指す留学生のみなさん
を対象に面接練習、エントリーシート添削、就職相談など
さまざまなサポートを提供しています。会社説明会＆面接会
では留学生採用を検討中の福岡県内企業と留学生が多数参
加しました。人事担当者から会社説明を聞き、面接を受け、
企業と出会える良いチャンスとなりました。FiSSCでは年末
年始を除く毎日就職の相談ができます。毎週日曜日は就活
相談員がお待ちしています。就職活動を始めるみなさん、是
非FiSSCに相談に来てくださいね。

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

青 年 向 け 海 外 派 遣 プ ロ グ ラ ム

平成30年度は、メキシコとミャンマーに各10名派遣
県人会担い手育成青年派遣事業
　福岡県にルーツを持ち、世界各国で活躍する人々が結成した海外福岡県人会を訪問します。
先人たちの世界へ挑んだフロンティア精神を学び、現地の産業や社会事情などを幅広く理解
を深め、将来、グローバルな活躍を目指す青年向けのプログラムです。

《期間》平成31年２月23日（土）～３月５日（火）
《地域》メキシコ合衆国メキシコ市、グアナファト市
《内容》ホームステイ、学校訪問、移住史の学習、日系企業視察、政府機関訪問など
《参加者の声》
●現地の人々と積極的にコミュニケーションを取ったことで、多様な価値観を学べた。
●インターネットでは感じられない、異文化や習慣を肌で感じた。

福岡県国際協力リーダー育成プログラム
　国連ハビタット福岡本部と連携し、ハビタットの現地事務所や活動の現場を訪問し、国際協
力とは何かを学びます。国際協力に強い関心と問題意識を持ち、将来、その分野に携わりたい
と希望する学生向けのプログラムです。

《期間》平成31年２月24日（日）～３月３日（日）
《地域》ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市
《内容》国連ハビタット現地事務所の訪問（講義、意見交換）、支援活動参加、企業訪問、学生交流
《参加者の声》
●現地に足を運ばないと見えないことが沢山あり、自分の将来の目標ができた。
●国内研修から準備をして、現地でその学びを生かせられた。　

　Ｇ20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議が６月８日（土）、９日（日）に、
福岡市で開催されます。
　会議開催期間中は、大規模交通規制などにより、福岡市やその周辺で
大変な混雑が見込まれます。福岡県、福岡県警察から、一人ひとりの協
力が会議の成功につながりますので、福岡都市部への自動車の乗り入れ
自粛、公共交通機関の利用など、みなさまの渋滞緩和へのご理解、ご協
力をお願いいたします。

メキシコ（日本人メキシコ移住あかね記念館の見学）

ミャンマー（ミャンマーの子供たちと地域のごみ拾い）

Ｇ２０福岡財務大臣・中央銀行総裁会議の開催に向けて

G20とは…
G20の正式名称は、「金融・世界経済に関する首脳
会合」です。世界のGDPの８割以上を占める「国際
経済協調の第一のフォーラム」として、G20は世界
経済を力強く成長させていくことを目的としてきま
した。日本がG20の議長国となるのは今回が初めて
で、ここ福岡でも、関係閣僚会合の一つである、財
務大臣・中央銀行総裁会議が開催されます。

福岡県留学生サポートセンター運営協議会　www.fissc.net

募集のお知らせ
福岡県国際交流センターから

募集中

講師を
呼びたい！

国際理解教育推進事業
出身国や海外での活動を伝えませんか？

ボランティア制度 国際親善・協力・交流や
外国人支援活動をサポート！

地域国際化推進活動支援事業 草の根国際交流
活動を支援！

　あなたの出身国や海外での活動を、子どもたちや
地域の方々に直接伝えてみませんか。
県内の学校や公民館等に、外国人や
日本人の講師を紹介しています。

外国人講師
●福岡県内に住んでいる方
●日本語でコミュニケーションが取れる方
●就労可能なビザ、または資格外活動許可書を持っている方

日本人講師
●福岡県内に住んでいる方
●海外で1年以上の国際協力などの活動、経験がある方

　外国人との国際親善、国際協力、国際交流を促進するため、ボランティ
アの方々を紹介しています。

【対象】公的機関、国際交流団体による非営利の国際親善、協力、
　　　　交流活動、また県内自治体による災害時外国人支援活動
【費用】ボランティア活動にかかる交通費は、実施団体が実費支給
【対応言語】　事前にお問い合わせください

【対象】・日本の生活や文化に興味を持ち、国内の公的団体や
　　　　学校からの紹介がある外国人
　　　・学校の在学証明書を提出できる留学生
【利用期間】・ホームステイは原則として1週間以内
　　　　　・ホームビジットは食事の時間帯を除く2～3時間程度
利用をご希望の方は、3週間前までに必要書類をご記入の上、提出してください。
※申請書類は、当センターホームページの「お申し込み関連」からダウンロードできます。
※ボランティアをご紹介できない場合もありますので、ご了承ください。

　福岡県内の民間団体が行う、在住外国人との交流や青少年の国際理解な
ど、草の根国際交流活動を支援します。

（1）福岡県内に活動の基盤を有していること
（2）国または地方公共団体から、定期的に助成を受けていないこと
（3）非営利団体であること
（4）政治活動または宗教活動に関しないもの
（5）暴力団員でないことまたは暴力団員と密接に関係していないもの

（1）会場の提供　「こくさいひろば」内オープンスペースまたは交流室
（2）経費の支援　対象経費合計の1/2以内の額で20万円を限度
　　　　　　　　（対象経費　人件費、交通費、宿泊費、会場費、広報費、印刷製本費）
（3）広報協力
詳細については当センターホームページをご覧ください。

　講師の派遣、紹介を希望する方も
募集しています。「利用するには」、「授
業や講座の実例を知りたい」など、
まずはお気軽にお問合せください。

応募資格

支援内容

語学ボランティア（通訳・翻訳）

ホームステイ・ホームビジットボランティア

支援対象団体 以下のすべての要件を備えること

平成31年３月31日（日）14:00 ～ 15:00
こくさいひろば（アクロス福岡３F）ミャンマー研修報告会
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募集のお知らせ
こくさいひろばイベント情報 ４月・５月・６月・７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

ハビタットひろば
①第49回「スリランカの都市の将来を考える」
②第50回
　「アフリカにおける国連ハビタットの活動」
　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の共催による講
演会シリーズ。国連ハビタットの職員等から世界での活動について、直接お話
を聞くことが出来る貴重な機会です。
※テーマ及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 ①４月８日（月）18:30～19:30
　　　　　 ②６月１日（土）14:00～15:00

▼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 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３回目をお届けします。

福岡での就職を目指す留学生を対象に、

会社説明会＆面接会を開催しました

スマートフォン
にも対応

こくさいひろばカフェ      で世界一周
①vol.51 タイ＆ベトナム
②vol.52 ニカラグア・ホンジュラス＆ロシア
　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。

▼開催日時 ①5月26日（日）14:00～16:00
　　　　　 ②7月28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
　　　　 TEL 092-725-9200　FAX 092-725-9206
　　　　 Email  info@kokusaihiroba.or.jp

vol.3FiSSC

Report

フィスク

　FiSSCでは日本・福岡で就職を目指す留学生のみなさん
を対象に面接練習、エントリーシート添削、就職相談など
さまざまなサポートを提供しています。会社説明会＆面接会
では留学生採用を検討中の福岡県内企業と留学生が多数参
加しました。人事担当者から会社説明を聞き、面接を受け、
企業と出会える良いチャンスとなりました。FiSSCでは年末
年始を除く毎日就職の相談ができます。毎週日曜日は就活
相談員がお待ちしています。就職活動を始めるみなさん、是
非FiSSCに相談に来てくださいね。

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

青 年 向 け 海 外 派 遣 プ ロ グ ラ ム

平成30年度は、メキシコとミャンマーに各10名派遣
県人会担い手育成青年派遣事業
　福岡県にルーツを持ち、世界各国で活躍する人々が結成した海外福岡県人会を訪問します。
先人たちの世界へ挑んだフロンティア精神を学び、現地の産業や社会事情などを幅広く理解
を深め、将来、グローバルな活躍を目指す青年向けのプログラムです。

《期間》平成31年２月23日（土）～３月５日（火）
《地域》メキシコ合衆国メキシコ市、グアナファト市
《内容》ホームステイ、学校訪問、移住史の学習、日系企業視察、政府機関訪問など
《参加者の声》
●現地の人々と積極的にコミュニケーションを取ったことで、多様な価値観を学べた。
●インターネットでは感じられない、異文化や習慣を肌で感じた。

福岡県国際協力リーダー育成プログラム
　国連ハビタット福岡本部と連携し、ハビタットの現地事務所や活動の現場を訪問し、国際協
力とは何かを学びます。国際協力に強い関心と問題意識を持ち、将来、その分野に携わりたい
と希望する学生向けのプログラムです。

《期間》平成31年２月24日（日）～３月３日（日）
《地域》ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市
《内容》国連ハビタット現地事務所の訪問（講義、意見交換）、支援活動参加、企業訪問、学生交流
《参加者の声》
●現地に足を運ばないと見えないことが沢山あり、自分の将来の目標ができた。
●国内研修から準備をして、現地でその学びを生かせられた。　

　Ｇ20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議が６月８日（土）、９日（日）に、
福岡市で開催されます。
　会議開催期間中は、大規模交通規制などにより、福岡市やその周辺で
大変な混雑が見込まれます。福岡県、福岡県警察から、一人ひとりの協
力が会議の成功につながりますので、福岡都市部への自動車の乗り入れ
自粛、公共交通機関の利用など、みなさまの渋滞緩和へのご理解、ご協
力をお願いいたします。

メキシコ（日本人メキシコ移住あかね記念館の見学）

ミャンマー（ミャンマーの子供たちと地域のごみ拾い）

Ｇ２０福岡財務大臣・中央銀行総裁会議の開催に向けて

G20とは…
G20の正式名称は、「金融・世界経済に関する首脳
会合」です。世界のGDPの８割以上を占める「国際
経済協調の第一のフォーラム」として、G20は世界
経済を力強く成長させていくことを目的としてきま
した。日本がG20の議長国となるのは今回が初めて
で、ここ福岡でも、関係閣僚会合の一つである、財
務大臣・中央銀行総裁会議が開催されます。

福岡県留学生サポートセンター運営協議会　www.fissc.net

募集のお知らせ
福岡県国際交流センターから

募集中

講師を
呼びたい！

国際理解教育推進事業
出身国や海外での活動を伝えませんか？

ボランティア制度 国際親善・協力・交流や
外国人支援活動をサポート！

地域国際化推進活動支援事業 草の根国際交流
活動を支援！

　あなたの出身国や海外での活動を、子どもたちや
地域の方々に直接伝えてみませんか。
県内の学校や公民館等に、外国人や
日本人の講師を紹介しています。

外国人講師
●福岡県内に住んでいる方
●日本語でコミュニケーションが取れる方
●就労可能なビザ、または資格外活動許可書を持っている方

日本人講師
●福岡県内に住んでいる方
●海外で1年以上の国際協力などの活動、経験がある方

　外国人との国際親善、国際協力、国際交流を促進するため、ボランティ
アの方々を紹介しています。

【対象】公的機関、国際交流団体による非営利の国際親善、協力、
　　　　交流活動、また県内自治体による災害時外国人支援活動
【費用】ボランティア活動にかかる交通費は、実施団体が実費支給
【対応言語】　事前にお問い合わせください

【対象】・日本の生活や文化に興味を持ち、国内の公的団体や
　　　　学校からの紹介がある外国人
　　　・学校の在学証明書を提出できる留学生
【利用期間】・ホームステイは原則として1週間以内
　　　　　・ホームビジットは食事の時間帯を除く2～3時間程度
利用をご希望の方は、3週間前までに必要書類をご記入の上、提出してください。
※申請書類は、当センターホームページの「お申し込み関連」からダウンロードできます。
※ボランティアをご紹介できない場合もありますので、ご了承ください。

　福岡県内の民間団体が行う、在住外国人との交流や青少年の国際理解な
ど、草の根国際交流活動を支援します。

（1）福岡県内に活動の基盤を有していること
（2）国または地方公共団体から、定期的に助成を受けていないこと
（3）非営利団体であること
（4）政治活動または宗教活動に関しないもの
（5）暴力団員でないことまたは暴力団員と密接に関係していないもの

（1）会場の提供　「こくさいひろば」内オープンスペースまたは交流室
（2）経費の支援　対象経費合計の1/2以内の額で20万円を限度
　　　　　　　　（対象経費　人件費、交通費、宿泊費、会場費、広報費、印刷製本費）
（3）広報協力
詳細については当センターホームページをご覧ください。

　講師の派遣、紹介を希望する方も
募集しています。「利用するには」、「授
業や講座の実例を知りたい」など、
まずはお気軽にお問合せください。

応募資格

支援内容

語学ボランティア（通訳・翻訳）

ホームステイ・ホームビジットボランティア

支援対象団体 以下のすべての要件を備えること

平成31年３月31日（日）14:00 ～ 15:00
こくさいひろば（アクロス福岡３F）ミャンマー研修報告会
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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）

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（4/14、5/12、6/9、7/14）
　　　 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

在留手続き等相談会

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（4/1、5/6、6/3、7/1）16：30～18：30 
　　　 ※18：00まで受付
　　　 第4土曜日（4/27、5/25、6/22、7/27）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（4/13、5/11、6/8、7/13）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 弁護士資格を持った人権擁護委員　　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
　　　 （4/12・26、5/10・24、6/14・28、7/12・26）
　　　 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
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

日　時 毎月第3日曜日（4/21、5/19、6/16、7/21）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（4/27、5/25、6/22、7/27）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（4/20、5/18、6/15、7/20）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
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（4/6、5/4、6/1、7/6）10:30～13:30
　　　 第3水曜日（4/17、5/15、6/19、7/17）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、不安な時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、クメール語、ミャンマー語

Facebook でイベント情報やセン
ターからのお知らせなど最新情報
を配信中（日、英、中、韓）

★地震、津波、台風、大雨等の防災気象情報、避難勧告など
★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）

賛助会員募集中
（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　　URL 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

●一般会員 １口　 2,000円　　●団体会員 １口　10,000円
●学生会員 １口    1,000円（学生証をご提示ください）
●ひろばカフェ会員　１口　500円 〈2019年2月新設〉　

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）
当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、役立つ
情報もあります！

　福岡県では、約19,000人の留学生が学ん
でいます。東京、大阪に次ぎ、全国第３位の留
学生が多い地域です。
　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
団体などと共に、福岡県内で学ぶ留学生を入
学前から在学中、卒業後まで総合的にサポー
トするため、さまざまな事業を行っています。

広報・
リクルート
広報・
リクルート

生活相談・アルバイト紹介・文化交流・就職支援生活相談・アルバイト紹介・文化交流・就職支援

　県内大学や生活環境の情報を提供
する海外での留学説明会を開催しま
す。また、留学を希望する方に先輩留
学生の声を紹介します。

　九州の企業と九州で就職したい留学生
を直接つなぐマッチングサイト「Work in 
Kyushu」を運営し、留学生の就職と企
業の採用活動を支援しています。
URL http://blog.kghrpc.org

　文化交流クラブでは、お茶や
生け花などの伝統文化紹介のほ
か、福岡県留学生会（FOSA）
や学生ボランティアグループ「お
むすびぐみ」のみなさんと協力
し、さまざまな交流プログラム
を企画、実施しています。

　日本での就職を目指す留学生を対象
に、求人企業の紹介や面接の練習、エ
ントリーシートの添削、就職支援セミ
ナー実施のほか、日本企業に就職した
元留学生との交流などにより、日本で
の就職を全面的にサポートしています。

　相談窓口は、年末年始を除く土日祝日（10：00-19：00）もあいていますので、
留学生活についての疑問や悩みを気軽に相談することができます。
　また、県内の高等教育機関に在籍している留学生を対象に、アルバイトや正社員
の求人の紹介も行っています。

入学前

在学中

元留学生とのネットワークづくり元留学生とのネットワークづくり
　卒業後も在学中にできた仲間とのつながりを継続できるよ
うに、福岡や母国で活躍する福岡元留学生のネットワークづ
くりをサポートしています。

卒業後

相談窓口のスタッフ

就活応援クラブおむすびぐみ

問い合わせ先

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/
 www.facebook.com/fukuoka.fissc
TEL 092-725-9201

※入会から
1年間有効

【平　日】
10:00～16:00
（日本語のみ）

【毎月第2金曜日】
10:00～13:00

（中国語・日本語）
【毎月第4金曜日】

10:00～13:00
（中国語・英語・日本語）

要予約（電話）

登　録 多言語版（英語、やさしい日本語、
中国語、韓国語）については、
福岡県ホームページをご覧ください。福岡県HP

www.bousaimobile.pref.
fukuoka.lg.jp （日本語）
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