
　 外国人のための人権相談会 在留手続き等相談会

相 談 日 １月14日、２月11日　（毎月第２土曜日） １月28日、２月25日　（毎月第４土曜日）

時 　 間 13：00～ 16：00　（予約不要） 13：00～ 16：00（受付15：30まで　予約不要）

相 談 言 語 日本語、英語 日本語、英語、中国語　＊それ以外の言語は事前連絡が必要

対 応 先 福岡法務局人権擁護部　第一課 福岡県行政書士会

主な相談受付内容 就労・住宅・婚姻・近所とトラブル等外国人の人権に関すること 国籍・入国・在留資格・家族の呼び寄せ等に関すること

教室名 時間 連絡先 内容

火
曜
日

小さな
国際交流の会

10:00

～

12:00

1 ヶ月1,000円　（見学無料)
※別の場所で開催されている 全クラス
に参加可。

（電話＆FAX）092-662-7690
nihongonoguchi@u01.
gate01.com

日常会話（年間プログラムに基づき発話を中心に
言葉のやりとり（場合により、文型を取り入れ会
話を補う。)
発音練習（発音の矯正）
【対象：初級、中級】

水
曜
日

コスモス
日本語クラブ

13:30

～

15:00

100円／回　or
300円／月　　

(電話＆FAX）092-807-7053
berisario_sarinas@yahoo.
co.jp

日常会話、文法　
【対象：初級、中級、上級】

木
曜
日

えふえいち
日本語教室

13:30

～

15:30
500円／月

（電話）090-7539-3739
（FAX）0940-36-9359
fumika@forest.ocn.ne.jp

日常会話、文法、日本語能力試験を受験希望の方
は個別対応します。　
【対象：初級、中級、上級】

金
曜
日

金曜クラブ
14:00

～

16:00
500円／月

（電話) 080-3946-8859
中国語、英語可
(FAX) 092-923-3040

文法、日常会話
【対象：初級、中級、上級】

土
曜
日

Ａ
にほんごひろば

10:30

～

12:00
無料 chikushijfl @yahoo.co.jp

筑紫女学園の学生による日常会話を中心とした楽
しいコミュニケーションづくりの場です。申し込
み不要。どなたでも気軽にご参加ください。
【対象：中級、上級】

Ｂ
日本語を学ぶ会

13:30

～

15:30
500円／月

（電話&FAX） 092-806-3704
090-4779-6816
nihongowomanabukai@
hotmail.co.jp

日常会話、文法、日本語能力試験対策等について
細やかな指導を行います。
【対象：初級、中級、上級】

Ｃ
甘泉日本語教室

16:30

～

18:20
500円／月

（電話＆FAX）
092-801-2974
nihongo822@hotmail.com

日常会話・文法
日本語能力試験対策１・２級
【対象：初級、中級、上級】

日
曜
日

Ｄ
日曜会話サロン

10:30

～

12:20

300円／回
or

500円／月
nichiyo2525@yahoo.co.jp

コミュニケーション能力の向上中心。文法にこだわら
ず、自己表現力、ヒアリング力のアップを目指します。
楽しく自由に会話することができるクラスです。
【対象：中級】

Ｅ
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　 )

n i h o n go h i r o b a 1 2 3@
yahoo.co.jp

初級：テキストを使って基礎から勉強しながら会
話力をつけます。
中級以上：表現力をつけるよう指導します。
【対象：初級、中級】
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●福岡県内国際交流情報カレンダー ●国際交流宅配便 ～あなたに国際交流を届けます～
●みんなでまなぼう！ 日本語教室 ●こくさいひろばカレンダー

こくさいひろば

こくさいひろばで
は、

ボランティアのみ
なさんによる

日本語教室や

外国人のための専
門相談会が

開催されています
。

カレンダー

Pick
Up!Pick
Up!
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ダルシーさん

アンディさん

ピーターさん

ラケシュさん

キム ソンフンさん

るみ子さん

ウィルさん

ユージさん

いつきくん

マライさん
エイムさん

サンゴさん

ジェイムスさん

アンドリューさん

周さん

曹さん

侯さん

王さん

黄さん

呉さん

尹さん

宏樹さん

古賀さん

たんたん

平成２４年度　国際化推進活動助成金　募集のお知らせ
第２回　留学体験談ひろば　～アジアへ行こう！
第３回　福岡で楽しむEU　～EUのミューズ達～

1月 January
 月 火 水 木 金 土 日

2月 February

   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

 月 火 水 木 金 土 日

は教室開催日です。 は複数の教室が開催されます。下表のアルファベットでご確認ください。
★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下さい。

       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

「こくさいひろば」で
　　　なんしようと？

「こくさいひろば」に来場した方々

永尾　美寿希さん

「留学体験談ひろば～アメリカへ行
こう！」のイベントで、初めてこくさ
いひろばに来たのですが、ここで
は「こくさいひろばカフェ」など
国際交流に関する様々なイベ
ントが開催されていることを知
りました。どんどん参加してみ
たいです。

Q



　今回のPick Up！は、(財)福岡県国際交流センターからの助成金のお知らせ、「こくさいひろば」の留学

イベント、「こくさいひろば」に事務局を置く福岡EU協会のイベントの３本をご紹介します。
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平成24年度　国際化推進活動助成金
募集のお知らせ

第２回　留学体験談ひろば　～アジアへ行こう！

第３回　福岡で楽しむEU　～EUのミューズ達～

Pick
Up!Pick
Up!

■　申請資格
福岡県内に活動基盤をもつ非営利団体
（1）国又は地方公共団体から定期的に助成を受けていないこと
（2）政治活動又は宗教的活動に関しないもの
（3）暴力団員でないこと又は暴力団員と密接に関係しないもの

■　対象事業
国際交流・国際協力事業
•　国際交流又は国際理解の促進を目的とする事業　　　　　•　在住外国人に対する支援を図る事業
•　国際交流又は国際協力の担い手の育成を図る事業　　　　•　その他福岡県の国際化推進に寄与する事業　　等

※福岡県内又は海外において、申請団体が直接実施する事業に限ります

■　助成金額
30万円（１件あたりの上限が30万円で、助成対象経費合計の１／２以内の額）

【日　時】2012年１月21日（土）14：00～16：00

【場　所】アクロス福岡３F　こくさいひろば（福岡市中央区天神１－１－１）

【主　催】（財）福岡県国際交流センター

【日　時】2012年２月21日（火）19：00～　

【場　所】西鉄グランドホテル　（福岡市中央区大名２－６－６０）

【主　催】福岡ＥＵ協会

【参加費】当協会会員　２,０００円

　　　　  一　　　般　４,０００円

【締切日】２０１２年２月７日（火）

　留学経験者の生の声をお届けする留学体験談ひ
ろば。第２回目は、韓国と中国の留学経験者をお
招きし、留学準備から留学生活、そして留学後の
様子について、ご自身のホットな体験談をお話し
ていただきます。アジア留学への最初の一歩とし
て、こくさいひろばを訪れてみませんか？

■　申請期間：第１期 平成２４年１月４日～１月31日
　　　　　　  （平成２４年４月～平成２５年３月に実施する事業が対象）

お申込先はＰ4参照

お申込先はＰ4参照

お申込先はＰ4参照

2008年より、中国人民大学
（北京）、大連外国語学院（大連）
へ語学習得のため留学。また、
2011年2月～8月、東北師範
大学（長春）へ研究のため留学。

永嶋 洋一氏
（中国担当）

２００９年から約１年間、蔚山
大學校（蔚山広域市）へ交換
留学生として留学。

江上 慎太郎氏
（韓国担当）

3

　（財）福岡県国際交流センターは、草の根交流として県内で開催される国際協力・多文化交流などの活動を応援するため、その活動に要する経費
の一部を助成しています。

　毎年好評をいただいております、福岡EU協会と在福EU加盟国友好団体によるコラボレーションイベント
「福岡で楽しむEU」を今年度も開催いたします。
　今年度は、当協会会報誌の人気コーナー『EUのミューズ達』をご執筆中の古山和子さんをお迎えし、EU
各国の女優を通してその国の女性観、文化等についてお話していただくほか、シュードル・ニコラさんにEU
諸国のおすすめワインをご紹介いただきます。この他、友好団体の活動紹介やEUにちなんだ素敵なプレゼン
トがあたる抽選会など、EUの魅力満載の夕べをお楽しみいただきます。

※詳しくは（財）福岡県国際交流センターのホームページをご参照いただくか、電話にてお問い合わせください。
　（交付要綱・申請書等はホームページからダウンロードできます）

要申込

要申込

参加
無料

昨年度の様子
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国際交流宅配便 　　
～あな

たに　
　　　　　　

　　国
際交流を

届けます～

みんなでまなぼう！ にほんご教室みんなでまなぼう！ にほんご教室

日本語教室 in ゆくはし

このコーナーでは、（財）福岡県国際交流センターとNPO法人女性エンパワーメントセンター福岡、
地元ボランティアの方々が協力して開設した県内の日本語教室を紹介します。
今回は、2011年11月に新設した教室に注目！

このコーナーでは、（財）福岡県国際交流センターとNPO法人女性エンパワーメントセンター福岡、
地元ボランティアの方々が協力して開設した県内の日本語教室を紹介します。
今回は、2011年11月に新設した教室に注目！

日本語教室inゆくはし
■開催日時／毎月第２･３･４（水曜日）10:00～11:30
■場所／行橋中央公民館（行橋市大橋1-9-26）
■参加費／１回100円
■連絡先／ 090-9585-9736 （つどめ）　tokochan2846@yahoo.co.jp
■ボランティアスタッフ：17名（主婦や定年退職後の方々）
■学習者：6名（出身国：中国、フィリピン、ナイジェリア、スリランカ、タイ）

日本語教室inゆくはし
■開催日時／毎月第２･３･４（水曜日）10:00～11:30
■場所／行橋中央公民館（行橋市大橋1-9-26）
■参加費／１回100円
■連絡先／ 090-9585-9736 （つどめ）　tokochan2846@yahoo.co.jp
■ボランティアスタッフ：17名（主婦や定年退職後の方々）
■学習者：6名（出身国：中国、フィリピン、ナイジェリア、スリランカ、タイ）

室室んご教ごんごごんご教ごにほにほににほにほにほんんほん 教室教教室教んご教室室室ほんご教室ほんご教にほんご教室ご教ん
　（財）福岡県国際交流センターは、多文化共生が急速に進展する中、国際理解教育に必要な情報や
人材を提供することで、多くの人が異文化理解を深め多様な文化交流に取り組む地域社会を育成
するため、県内でさまざまな取り組みを行っています。
　今回は、アンビシャス広場と県内の中学校での国際交流の様子をレポートします。

すぐっ子アンビシャス広場じゃんけんポン

実 施 日
実施場所
対 象

派遣講師

11月19日（土）
春日市立須玖小学校　家庭科室
小学1～ 3年生、ボランティア（30名）

陳　海燕氏（中国）
2001年来日。現在、中国語講座の講
師をしながら、休日は国際交流に関す
る活動に参加している。

＜テーマ＞
中国の食文化に触れ、隣国である中国
への理解を深め、交流を行う。

▲中国のお正月の定番、水餃子作りに挑戦！
ほとんどの子どもたちが、餃子の皮を作るのは初め
て。陳さんの作り方を真剣に学んでいます。
「皮作りや調味料など、日本とは全く異なる作り方に
目からうろこでした。」と、ボランティアのみなさん。

陳さんへの質問の様子 ▼

「味噌汁は中国語で何て言います
か？」中国人も味噌汁を食べてい
ると思っている男の子からの質
問。餃子作りを通して、日本と中
国の食文化の違いに触れました。

福岡は外国人にとって ▼

住みやすい？　
他県での生活経験のあるブイさ
んと金さんは、福岡の街、食べ
物、交通、山笠などの良いとこ
ろをたくさん語りました。「福岡
は中国語、韓国語、英語の案内
があって、道で迷うことが少な
いです。」と、ブイさん。

▲餃子を小籠包にアレンジ
「大きな肉まんができた！」子どもたちは想像
力豊か。陳さんに餃子以外の包み方も教わり
ました。

▲最後に中学生の皆さん
　に向けたメッセージ
「福岡はアジアとの交流が
盛んで、アジアに開けて
いる街だと感じます。ア
ジアに目を向けると、他
の国の社会、文化を知る
ことができ、視野が広が
ります。世の中のおもし
ろさをたくさん知って下
さい。」と、金さん。

▲各クラス代表による
　質問の様子
「福岡に来て困ったことはあり
ますか？」「母国と福岡の違い
を教えて下さい。」福岡の課題
を探るため、生徒たちは事前
に質問を準備していました。

子どもたちが地域の大人に見守られながら、様々な年齢の
友達と一緒に遊んだり、勉強したり、体験したりする子ども
たちの居場所です。福岡県が推進している青少年アンビシャ
ス運動の一環として地域の方によって運営されており、現
在、県内に267カ所あります。

福岡市立友泉中学校

実 施 日
対 象
派遣講師

11月25日（金）
中学3年生（291名）

ブイ サンゴ チィ ツュ氏
（ベトナム）
2007年、留学のため来日。現在、九州大学
法学府で学びながら、学校や老人ホームなど
で国際交流に関する活動を行っている。

金 基弘氏（韓国）
韓国の大学で日本文学を専攻した後、2000
年に来日。現在、九州大学芸術工学研究院
の研究員。また、九州産業大学と釜山の東亜
大学校で非常勤講師として勤務中。

＜テーマ＞
福岡市での多文化共生を実現するために何が
必要か考え、「地球市民」としての意識を向
上させる。

アンビシャス広場とは？アンビシャス広場とは？

チン　　  カイエン

キム　 キ  ホン

　日本語教室を開校する前に、
まずは、ボランティアさんを養
成するためのセミナーを数回に
わたり実施します。この日の開
講式では、ボランティアさんた
ちの顔合わせとオリエンテー
ションを行いました。

　ボランティア養成セミナーの開講式からおよ
そ2ヶ月。いよいよ地元ボランティアさんたち主
体の日本語教室がスタートしました。どれくら
い学習者さんが集まるか期待と不安の中、5カ
国6名の学習者さんとその子どもたちが訪れま
した。
　開校のあいさつが終わった後は、全員でレク
リエーションを行い和やかな雰囲気に。ここか
ら一歩ずつ教室のあゆみが始まります。

◀

異文化理解のためのワークショップ
行橋に暮らす様々な外国人の生活を
予想し、どのような人がどのような
ことを必要としているか、グループご
とに意見を出し合いました。

２０１１年

９月２１日
㈬

実施日

奥田スワンナラクさん
（タイ）

代表：津留富子さん

ボランティア養成セミナー開講式

日本語教室inゆくはし　開校式

学習者さんが勉強中、手の空いている
ボランティアさんが教室の中でお子さ
んを見ています。

笑いが絶えないあたたかい場所を目指しています。教室以外に
も、ビーチバレーやクリスマスパーティーなどのイベントを行い、
勉強と遊びを両立しながら学習者さんとの交流を深めていこう
と考えています。外国人の方が「行橋に来て良かった！」と思
えるように、ボランティアの皆でがんばっていきます。

教室のご紹介

行橋に日本語教
室ができてよかっ
たです。日本に来
て7年目ですが日
本語の読み書き
はまだ難しいの
で、子どものため
にも勉強をがんば
りたいです。

子
ども

連れの
参加もOK！子

ども
連れの

参加もOK！

２０１１年

11月30
日㈬

開校日
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体の日本語教室がスタートしました。どれくら
い学習者さんが集まるか期待と不安の中、5カ
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した。
　開校のあいさつが終わった後は、全員でレク
リエーションを行い和やかな雰囲気に。ここか
ら一歩ずつ教室のあゆみが始まります。
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異文化理解のためのワークショップ
行橋に暮らす様々な外国人の生活を
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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

相 談 日 １月14日、２月11日　（毎月第２土曜日） １月28日、２月25日　（毎月第４土曜日）

時 　 間 13：00～ 16：00　（予約不要） 13：00～ 16：00（受付15：30まで　予約不要）

相 談 言 語 日本語、英語 日本語、英語、中国語　＊それ以外の言語は事前連絡が必要

対 応 先 福岡法務局人権擁護部　第一課 福岡県行政書士会

主な相談受付内容 就労・住宅・婚姻・近所とトラブル等外国人の人権に関すること 国籍・入国・在留資格・家族の呼び寄せ等に関すること

教室名 時間 連絡先 内容

火
曜
日

小さな
国際交流の会

10:00

～

12:00

1 ヶ月1,000円　（見学無料)
※別の場所で開催されている 全クラス
に参加可。

（電話＆FAX）092-662-7690
nihongonoguchi@u01.
gate01.com

日常会話（年間プログラムに基づき発話を中心に
言葉のやりとり（場合により、文型を取り入れ会
話を補う。)
発音練習（発音の矯正）
【対象：初級、中級】

水
曜
日

コスモス
日本語クラブ

13:30

～

15:00

100円／回　or
300円／月　　

(電話＆FAX）092-807-7053
berisario_sarinas@yahoo.
co.jp

日常会話、文法　
【対象：初級、中級、上級】

木
曜
日

えふえいち
日本語教室

13:30

～

15:30
500円／月

（電話）090-7539-3739
（FAX）0940-36-9359
fumika@forest.ocn.ne.jp

日常会話、文法、日本語能力試験を受験希望の方
は個別対応します。　
【対象：初級、中級、上級】

金
曜
日

金曜クラブ
14:00

～

16:00
500円／月

（電話) 080-3946-8859
中国語、英語可
(FAX) 092-923-3040

文法、日常会話
【対象：初級、中級、上級】

土
曜
日

Ａ
にほんごひろば

10:30

～

12:00
無料 chikushijfl @yahoo.co.jp

筑紫女学園の学生による日常会話を中心とした楽
しいコミュニケーションづくりの場です。申し込
み不要。どなたでも気軽にご参加ください。
【対象：中級、上級】

Ｂ
日本語を学ぶ会

13:30

～

15:30
500円／月

（電話&FAX） 092-806-3704
090-4779-6816
nihongowomanabukai@
hotmail.co.jp

日常会話、文法、日本語能力試験対策等について
細やかな指導を行います。
【対象：初級、中級、上級】

Ｃ
甘泉日本語教室

16:30

～

18:20
500円／月

（電話＆FAX）
092-801-2974
nihongo822@hotmail.com

日常会話・文法
日本語能力試験対策１・２級
【対象：初級、中級、上級】

日
曜
日

Ｄ
日曜会話サロン

10:30

～

12:20

300円／回
or

500円／月
nichiyo2525@yahoo.co.jp

コミュニケーション能力の向上中心。文法にこだわら
ず、自己表現力、ヒアリング力のアップを目指します。
楽しく自由に会話することができるクラスです。
【対象：中級】

Ｅ
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　 )

n i h o n go h i r o b a 1 2 3@
yahoo.co.jp

初級：テキストを使って基礎から勉強しながら会
話力をつけます。
中級以上：表現力をつけるよう指導します。
【対象：初級、中級】

A,B,C

B,C E

A,B,C

D,E

D,E

E

B,C

A,B,C E

D,E

D,E

E

A,B,C

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）

（財）福岡県
国際交流センター

財団法人福岡県国際交流センター
機関誌こくさいひろば vol.88　発行:（財）福岡県国際交流センター　発行日:2011年12月27日　印刷:㈱西日本新聞印刷

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
http://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
財団法人　福岡県国際交流センター

2012 1-2月  vol.88
http://www.kokusaihiroba.or.jp

●福岡県内国際交流情報カレンダー ●国際交流宅配便 ～あなたに国際交流を届けます～
●みんなでまなぼう！ 日本語教室 ●こくさいひろばカレンダー

こくさいひろば

こくさいひろばで
は、

ボランティアのみ
なさんによる

日本語教室や

外国人のための専
門相談会が

開催されています
。

カレンダー

Pick
Up!Pick
Up!

8

ダルシーさん

アンディさん

ピーターさん

ラケシュさん

キム ソンフンさん

るみ子さん

ウィルさん

ユージさん

いつきくん

マライさん
エイムさん

サンゴさん

ジェイムスさん

アンドリューさん

周さん

曹さん

侯さん

王さん

黄さん

呉さん

尹さん

宏樹さん

古賀さん

たんたん

平成２４年度　国際化推進活動助成金　募集のお知らせ
第２回　留学体験談ひろば　～アジアへ行こう！
第３回　福岡で楽しむEU　～EUのミューズ達～

1月 January
 月 火 水 木 金 土 日

2月 February

   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

 月 火 水 木 金 土 日

は教室開催日です。 は複数の教室が開催されます。下表のアルファベットでご確認ください。
★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下さい。

       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

「こくさいひろば」で
　　　なんしようと？

「こくさいひろば」に来場した方々

永尾　美寿希さん

「留学体験談ひろば～アメリカへ行
こう！」のイベントで、初めてこくさ
いひろばに来たのですが、ここで
は「こくさいひろばカフェ」など
国際交流に関する様々なイベ
ントが開催されていることを知
りました。どんどん参加してみ
たいです。

Q


