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外国人のための人権相談会

在留手続き等相談会

福岡市
予約不要

予約不要

日　時

内　容
対応者
言　語
連絡先

毎月第1月曜日　16：30～18：30　※18：00まで受付
第4土曜日　13：00～16：00　※15：30まで受付
国籍、入国、在留資格、家族の呼び寄せなど
行政書士
日本語・英語・中国語　※英語・中国語は第4土曜日のみ
福岡県行政書士会　092-641-2501　　  

日　時
内　容
対応者
言　語
連絡先

毎月第2土曜日　13：00～16：00
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
弁護士資格を持った人権擁護委員
日本語、英語
福岡法務局人権擁護部 第一課　092-739-4151

久留米市
予約不要

日　時
内　容
対応者
言　語
場　所
連絡先

 毎月第3土曜日　13:00～16:00
国際結婚や帰化、国籍問題など
行政書士
日本語、英語、中国語、韓国語
久留米市役所3F会議室（久留米市城南町15-3）
（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

外国人労働者相談
日　時
内　容
対応者
言　語
場　所

連絡先

 毎週火曜日、第2・第4木曜日　9:00～16:00　※祝日は除く
労働条件に関すること（電話可）
労働基準監督官、アドバイザー
日本語、英語
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)
福岡労働局労働基準部監督課　092-411-4862　　

  
 

予約不要

外国人労働者相談
日　時
内　容
対応者
言　語
場　所
連絡先

 毎週火曜日、木曜日　9：00～16：00　※祝日は除く
労働条件に関すること（電話可）
労働基準監督官、アドバイザー
日本語、ベトナム語
北九州西労働基準監督署（北九州市八幡西区岸の浦１-５-10）
北九州西労働基準監督署　093-622-6550　

  
 

予約不要

外国人のための無料法律相談
日　時
内　容
対応者
言　語

場　所

連絡先

毎月第2・第4金曜日　13:00～16：00　※祝日を除く
一般民事、労働問題、家庭問題、入管関係、刑事事件など
弁護士
日本語、英語（第4金曜日のみ）、中国語、
韓国語（第2金曜日のみ）
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)
福岡県弁護士会　092-737-7555 

※祝日は除く
【平　日】

10:00～16:00
（日本語のみ）
【毎月第2金曜日】
10:00～13:00

（日本語・韓国語・中国語）
【毎月第4金曜日】
10:00～13:00

（日本語・英語・中国語）

要予約（電話）

外国人のための無料相談会（福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市）

予約不要
日　時
内　容

対応者
言　語
場　所
連絡先

 毎月第3火曜日　13:00～16:00
在留資格や在留期間、家族の呼び寄せ、国籍、永住、帰化、
国際結婚などの問題について
行政書士
日本語 その他言語については要事前相談
飯塚市役所3階北会議室（福岡県飯塚市新立岩5番5号）
飯塚市経済部 国際政策課　0948-22-5521

 
 

  
 

外国人に関する無料相談会

飯塚市

外国人労働者相談
日　時
内　容
対応者
言　語
場　所
連絡先

 毎週月曜日、木曜日　9：00～16：00　※祝日は除く
労働条件に関すること（電話可）
労働基準監督官、アドバイザー
日本語、中国語
福岡中央労働基準監督署３F（福岡市中央区長浜２-１-１）
福岡中央労働基準監督署　092-761-5607　　

  
 

予約不要

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）

福岡県国際交流センター

　（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。

賛助会員募集中

年会費 ※入会から1年間有効

●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

場　所
連絡先

 
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1F)
（公財）福岡よかトピア国際交流財団　092-262-1799
 

日　時
内　容
対応者
言　語

 月曜日8:45～17:45、火曜日8:45～11:45、木曜日8:45～12:45
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）
臨床心理士
日本語・英語

 

 
 

日　時
内　容
対応者
言　語

 毎月第2日曜日　13:00～16:00　※15：30まで受付
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
行政書士
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

予約不要

外国人のための無料法律相談
日　時
内　容
対応者
言　語

 毎月第1土曜日　10:30～13:30、 第3水曜日　13:00～16:00
法律に関すること（1人45分間）
弁護士
必要に応じ通訳手配　予約時に依頼を
 
 

要予約（窓口・電話）

要予約（窓口・電話）※先着4名まで

日　時
内　容
対応者
言　語

 随時　※日時はご相談ください
人間関係の悩み、ストレスといった心理面の問題など
臨床心理士
日本語、英語、中国語

 
 

心理カウンセリング相談

北九州市

場　所
連絡先

 
（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）
（公財）北九州国際交流協会　093-643-5931
 

入国・在留・国籍手続相談会 予約不要
日　時
内　容

対応者
言　語

 毎月第2土曜日　13:00～16:00
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
行政書士
通訳要する場合は事前に連絡

 

  

法律相談会 要予約（電話） ※先着3名まで

日　時
内　容
対応者
言　語

 毎月第4土曜日　13:30～16:30
職場でのトラブル、交通事故、住宅、結婚、離婚など
弁護士
通訳要する場合は事前に連絡

 
 
 

要予約（電話）

外国人相談センターを開設しました！
　初めまして！外国人相談センター（Fukuoka Multilingual Assistance and Information Center 通称：
Fukuoka MAIC）です。このセンターでは、結婚、子どもの教育、雇用・労働など生活での困りごと、在留・法律
相談など様々な相談を窓口、電話、メールにて受付けしています。電話通訳を介して19言語（日本語を含む）に
対応し、福岡県行政書士会、福岡県社会保険労務士会など専門機関との連携により、暮らしや法律の相談を
その場で対応することができるようになりました。外国人の方だけでなく、外国人を雇用されている方やこれから
雇用しようとしている方で、お困りの方もご利用いただけます。また、11月からは、必要に応じ、県内市町村などの
行政機関での出張相談会も行っています。詳しい内容やスケジュールにつきましては、お問い合わせください。

外国人の方、外国人労働者に関することでお悩みの企業様向け

外国人を
雇用したいので
社会保険について
相談したい

妊娠、出産、
子育てについて
相談したいわ

在留資格（ビザ）に
ついて
知りたい

対応言語

費用 相談無料

ところ

とき 10時～19時（12月29日～1月3日を除く）
福岡県福岡市中央区天神1-1-1
アクロス福岡3階　こくさいひろば入口

相談専用電話番号 092-725-9207
E-mail fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp

問い合わせ先 福岡県外国人相談センター
TEL:092-725-9207

日本語、英語、中国語、韓国語、
ベトナム語、ネパール語、
インドネシア語、タガログ語、タイ語、
マレー語、スペイン語、フランス語、
ドイツ語、イタリア語、ロシア語、
ポルトガル語、ミャンマー語、
クメール語、モンゴル語

Fukuoka International
Exchange Foundation

Fukuoka International
Exchange Foundation



★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）

防災情報等メール
配信システム 防災メール まもるくん 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。 その他、役立つ
情報もあります！

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）

外国人のための防災ハンドブック

　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。

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！

福岡県留学生サポートセンター運営協議会
URL  http://www.fissc.net

こくさいひろばイベント情報 12月・1月・2月・3月

EUのクリスマス
　九州在住の EU 諸国出身留学生が、母国のクリスマス文化を紹介します。
日本とは異なる本場のクリスマス気分が感じられます。後半は、抽選会と交
流会を予定しています。発表者の国にちなんだお菓子やお茶をご用意してい
ます。ぜひご参加ください！

▼日時　2019年12月 21日（土）13:30～15:00

▼定員　60名程度

▼費用　参加無料

▼申込　要申込（チラシ裏参加申込用紙をFAX、又は氏名・連絡先をメール）

▼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
E-mail  fukuoka-eu@kokusaihiroba.or.jp

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

災害時通訳・翻訳ボランティアスキルアップ講座
　福岡県災害時多言語支援センターは、災害時通訳・翻訳ボランティアを育
成しています。今回、災害時ボランティア育成として、地域防災や多文化共
生を図るためのスキルアップ講座を開催します。ぜひご参加ください。

▼日時　2020年2月23日（日）16：00～18：30

▼講師　菊池　哲佳　多文化社会専門職機構認定 多文化社会コーディネーター

▼定員　50名程度

▼費用　参加無料

▼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
TEL 092-725-9200　FAX 092-725-9206
E-mail  info@kokusaihiroba.or.jp

こくさいひろばカフェ
①北・南米各国　②英国＆アメリカ合衆国
　外国人・日本人講師が海外での生活を紹介します。世界のお菓子を味わい
ながら交流できるイベントです。

▼日時　①2020年１月26日（日）14：00～16：00
②2020年３月22日（日）14：00～16：00

▼講師　①メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、ボリビア、ペルー、ブラジル、
アメリカ（順不同）からの海外県人会移住者子弟留学生
②ジョン・ホフ（英国）、マイケル・オカダ（アメリカ合衆国）
※3月のみ日本語と英語で開催

▼定員　各50名程度

▼費用　一般 300円、賛助会員・カフェ会員無料

▼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
TEL 092-725-9200　FAX 092-725-9206
E-mail  info@kokusaihiroba.or.jp

スマートフォンにも対応！

vol.5
FiSSC
Report

　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 Reportの第5回目をお届けします。

フィスク

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

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 https://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

ハビタットひろば
①第53回　ハビタットひろば
「ネパールの持続可能な観光を通した歴史遺産の保護」
②第54回　ハビタットひろば
「国連ハビタットのアフガニスタンにおける活動（仮）」
　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。国連ハビタットの職員などが世界での活躍をご紹介します。国連
職員から直接お話を聞くことができる貴重な機会です。

▼日時　①2019年12月2日（月）18：30～19：30
②2020年  2月4日（火）18：30～19：30

▼定員　50名程度

▼費用　参加無料

▼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
E-mail  habitat.fukuoka@un.org

　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

　FiSSCでは福岡で就職を目指す外国人留学生のみなさんを対象に面接練習、ES添削、
就職相談など様々なサポートを提供しています。今年の会社説明会＆面接会では留学生
採用を検討中の10の企業と8つの国・地域から43名の留学生が参加しました。
　人事担当から直接会社説明を聞き、面接を受け、企業と
出会える良いチャンスです。FiSSCでは年末年始を除き、
毎日就職の相談ができます。
　とりわけ毎週日曜日は外国人留学生のための就職相談員
（キャリアコンサルタント）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！　

10th

　戦前・戦後を通じて福岡県からハワイ、南北アメリカ等に移住した方々やその子孫
が一堂に会する、“第10回海外福岡県人会世界大会”が11月６日から９日にかけて開
催され、海外県人会から過去最高の350名もの方々が参加しました。
　“海外福岡県人会世界大会”は、平成４年から３年ごとに県人会のある国々で実施さ
れており、今回は6年ぶりにふるさと福岡での開催となりました。

　海外福岡県人会は、福岡県が海外の国々と積極的に交流を行っていく上で、各国との懸け橋となる貴重な存在です。
(公財)福岡県国際交流センターでは、今後も県人会事業を支援し、海外との交流を積極的に図っていきます。

第10回海外福岡県人会世界大会開催!

福岡県国際交流センター創立30周年、
日本国際問題研究所創立60周年記念講演会
　（公財）福岡県国際交流センターは、平成元年６月27日
に開設して、創立30周年を迎えます。これを記念して日
本国際問題研究所 理事長兼所長の佐々木賢一氏（前駐
米日本大使）をお招きして、第１部では基調講演会・対談、
第２部では交流会を開催します。皆さまのご参加をお待
ちしております。

▼日時　2019年12月13日（金）14：30～17：30

▼会場　ANAクラウンプラザホテル福岡　２F
（福岡市博多区博多駅前3-3-3）

▼プログラム
第１部 基調講演 「激動する世界と日本」
講師 日本国際問題研究所理事長　佐々江賢一郎氏
対談 佐々江賢一郎氏、藤永憲一氏（福岡県国際交流センター理事長）
モデレーター 納富昌子氏

（ＲＫＢ毎日放送株式会社エグゼクティブアドバイザー）
第２部 交流会（紅茶・コーヒーお菓子付／参加費1,000円）

▼申込　①氏名（ふりがな）②職業③電話番号④メールアドレスを記載の上、
電話、FAX、ハガキ、メールのいずれかでお申込みください。

▼連絡先　福岡県国際交流センター　企画交流部　講演会係
〒810-0001　福岡市中央区天神1-1-1
TEL 092-725-9204　FAX 092-725-9205
E-mail exchange@kokusaihiroba.or.jp

佐々江賢一郎氏

　大会開催を記念して実施された記念式典には、海外350名、
国内250名の合計600名が参加され、盛大な式典となりまし
た。“ふるさと”の合唱では、故郷に思いを馳せ、涙を流す県人
会の方々もおられました。歓迎レセプションでは、県内の伝統
芸能が披露され、県人会の方々は久しぶりに故郷の芸能を大い
に楽しまれました。

　天神中央公園にて“県人会フェア”が開催され、県人会のある
国々の料理や芸能披露が行われました。
　また、県人会の方々のために“着物体験”・“カラオケ大会”・“日
本食文化セミナー”を実施し、日本の文化を堪能いただきました。
　さよならパーティーでは、県人会会員による「福岡宣言」の
発表や各芸能披露等が行われ、最後は参加者全員で炭坑節を踊
り、大会の幕を閉じました。

　移住者からなる県人会代表者（16県人会）、企業の駐在員等か
らなる県人会代表者（12県人会）、県人会の将来を担う青年等に
よる会議がそれぞれ開催されました。
　会議後は、移住者子弟留学生制度50周年記念イベントを実
施し、かつての級友との再会を喜び合いました。
　また、夕刻にはビジネスセミナー及び、県人会と県内企業の
方々がビジネス交流を行うためのイベントを実施しました。

　県人会の方々のルーツを巡る、“ふるさと巡り”を実施し、県
内4地区（福岡、北九州、筑豊、筑後）をグループに分かれて
訪問しました。県人会の方々は、久しぶりに見る故郷の姿を堪
能するとともに、各市町村との交流を楽しみました。

１日目（11月６日） ２日目（11月７日）

３日目（11月８日） ４日目（11月９日）

記念式典 歓迎レセプション 県人会代表者会議
移住者子弟留学生制度50周年
記念イベント

ふるさと巡り（福岡）

ふるさと巡り（筑豊）

県人会フェア さよならパーティー


