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郭　李飛さん

バドリさん
ラフマンさん

レスティさん

ハナさん

ケミーさん

ライサさん

エン ライさん

福岡県移住者子弟留学生の皆さん

直子さん

靖子さん

ジュリアちゃん

リュウさん

リョウさん

チョウさん

チンさん

ボロさん

廣木さん

サイさん

マイラスさん

ラハマンさん

福岡県留学生サポートセンター
（Fukuoka International Student Support Center：FiSSC）

「こくさいひろば」に来場した方々「こくさいひろば」に来場した方々

「こくさいひろば」で
なんしようと？Q

中国河南省の大学院で日本文学を専攻
し、今年の4月から交換留学生として
福岡で生活を始めました。せっかく日
本に来たので、もっと地域の人と接し
てみたいと思い、留学生サポートセ
ンターにアルバイトの求人登録をし
に来ました。日本の生活は、歩道に
花が咲いていたり、桜が見られた
りするところが素敵です。

フィスク

㈶福岡県国際交流センターの賛助会員になると、ワールドグルメひろば登録店

で５～10％の割引や、ドリンク１杯サービスなど様々な特典が受けられます。

世界の料理を食べて、食文化の世界を広げてみませんか？

詳細は、当センターのホームページでご確認を！

賛助会に入会すると特典があります！
●機関誌「こくさひろば」を毎号お送りします。
●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。
●ワールドグルメひろば登録店他、海外旅行やホテルの宿泊、カルチャーセンター等、
　協賛店で割引を受けられます。

ご希望の方には入会資料をお送りしますので、「こくさいひろば」までご連絡下さい。

　年会費　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

賛助会の
ご案内

当センターの賛助会
の特典についてご紹
介します。

「ワールドグルメひろば」で世界の食文化を楽しもう！
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福岡県内には、全国でも多い9,000名を超える外国人留学生が学んでいることを知っていますか？
年々増える海外からの留学生を総合的にサポートするため、2008年、福岡県は大学・経済界・行政が一体と
なって「福岡県留学生サポートセンター（FiSSC（フィスク））」を開設しました。今回は、県内留学生の心強い味
方、FiSSCの情報をお届けします！

　㈶福岡県国際交流センターが運営する「こくさいひろば」は、広く県民と
在住外国人の情報交換・交流の場として、また海外からの留学生の窓口と
して、そしてアジア若者文化の発信拠点として、さまざまな事業を行って
います。
　このページでは、「こくさいひろば」で開催されるイベント・講演・講座・
展示等の情報を掲載します。ぜひ、お気軽にご参加下さい。

2

福岡県留学生サポートセンター（FiSSC）

Pick
Up!Pick
Up!

■　FiSSCのWebサイトが新しくなりました！

日本での就職を目指す留学生の皆さん必見！日本での
就職活動に役立つ動画など随時アップしていきます。

http://www.fissc.net

フ ィ ス ク

NEW
! 従来の日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）
に、アラビア語、ヒンディー語、インドネシア語、
クメール語、タイ語、ベトナム語を追加。

11言語に対応

元留学生からの就職活動応援メッセージや、福岡の大学、地域
情報などの動画を視聴できます。　★携帯端末からも閲覧可能

YouTube（ユーチューブ）からの動画配信

■　留学生・元留学生・帰国留学生との
   ネットワーク作り
2011年12月、かつて福岡県内の大学で学び、現在は母国で
活躍する帰国留学生６名を招聘し、「留学生・帰国留学生交
流フォーラム2011福岡」を開催しました。福岡在住の元留学
生や各留学生会役員と支援団体関係者の皆さん、220名にご
参加いただき、パネルディスカッションや交流会を通してネッ
トワークが広がりました。

■　海外帰国留学生会設立を応援します
帰国留学生により2011年９月には「ベトナム元日本福岡留学
生会」、2012年２月には「上海福岡留学生会」が設立され、
福岡と母国との交流に取り組んでいます。ＦｉＳＳＣは、今後
も各国での留学生会設立を応援します！

しょうへい

　　　FiSSCとは？
こくさいひろば内（アクロス福岡３F）に事務局がある福岡県留学生サポートセンター（Fukuoka International Student 

Support Center：FiSSC（フィスク））は、福岡県内の大学等で学ぶ留学生※を総合的にサポートしています。また、留学生

の雇用を考えている企業の相談も受け付けています。支援は全て無料ですので、お気軽にお越し下さい。

※福岡県内の大学院・大学・短期大学・高等専門学校の在籍者と卒業後、特定活動ビザで就職活動を行う元留学生が対象です。
※アルバイトや就職の紹介には、事前に求職登録が必要です。初めての方は、「学生証」と「外国人登録証（在留カード）」（アルバイト
の場合は「資格外活動許可証」も必要）をもってFiSSCにお越し下さい。

主な支援内容
●生活相談　※４カ国語で対応（日・中・英・韓）
●アルバイトの紹介
●就職の紹介とサポート
●留学生の雇用を考えている企業の相談・
　求人登録
●日本文化塾
留学生の皆さんや地域の皆様とともに、伝統文化、地域
文化、企業文化、若者文化など、日本について学ぶ場とし
て、各分野の第一線で活躍されている方々にご講演いた
だき、ディスカッションを行っております。　
次回開催はP3参照

福岡県留学生サポートセンター （無料職業紹介事業　　　
許可番号:40-ム-300012）

　開館時間：10:00-19:00　休館日：年末年始（12/29 ～ 1/3）
　TEL：092-725-9201 　FAX：092-725-9225
　E-mail:fissc@kokusaihiroba.or.jp　HP: http://www.fissc.net

最新のイベント情報はホームページへ！
こくさいひろばでの6月・7月・8月イベントの最新情報は当センターのホームページをご覧下さい。

   http://www.kokusaihiroba.or.jp/　★スマートフォンにも対応
㈶福岡県国際交流センター　こくさいひろば（福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡3F）

こくさいひろば
イベント情報
６月・７月・８月

こくさいひろば
イベント情報
６月・７月・８月

こくさいひろばカフェ　　で世界一周
Vol.10 アフリカ編

▼開催日時＝7月22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・メール）

▼連絡先＝（財）福岡県国際交流センター 
　　　　　092-725-9200

▼E-mail＝info@kokusaihiroba.or.jp

世界の国や文化を紹介する「こくさい
ひろばカフェ」。今年度は、福岡
県内の学校で、国際理解教育で
活躍している講師たちがこく
さいひろばに登場します。第10回目は、日本人が見たアフリカとネ
イティブが語るアフリカの生活や教育についてお話しします。

第41回 福岡県留学生サポートセンター 
日本文化塾

▼開催日時＝6月23日（土）15:00～17:00

▼定員＝100名　　 ▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・FAX・メール）

▼連絡先＝福岡県留学生サポートセンター 092-725-9201

▼FAX＝092-725-9225　　 ▼URL＝www.fissc.net

▼E-mail＝bunkajuku.fissc@gmail.com

毎月第4土曜日に開催される日本文化塾では、各分野の第1線で活
躍中の方による講演を行っています。今回のテーマは「日本の経験
～高齢化社会の現実～」。福岡財務支局長 菊地和博氏にお話いただ
きます。

第9回 ハビタットひろば
「国連ハビタット福岡本部設立15周年特別企画」

▼開催日時＝8月1日（水）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・メール）

▼連絡先＝国連ハビタット福岡本部 092-724-7121

▼FAX＝092-724-7124

▼URL＝www.fukuoka.unhabitat.org/

▼E-mail＝habitat.fukuoka@unhabitat.org

国連ハビタット福岡本部と（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9回目は国連ハビタット福岡本部設立15周年を記念
し、「『まちづくり』において私ができること」をテーマにワークショップを
開催します。ファシリテーターは山口 覚氏（NPO法人地域交流センター
理事、同センター津屋崎ブランチ代表）。

イ
ベ
ン
ト

留学体験談ひろば～
Vol.1 アメリカへ行こう！

▼開催日時＝6月30日（土）13:00～

▼定員＝40名

▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・FAX）

▼連絡先＝(財)福岡県国際交流センター 092-725-9200

▼FAX＝092-725-9206

留学経験者の生の声をお届けする「留学体験談ひろば」。今回
はアメリカ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、ホットな体験談をお話しいただき
ます。あわせて外国政府等関係機関の方による情報提供も行い
ます。

海
外
留
学
情
報

写真展
「カンボジアの光と影
　─進みゆく経済発展と
　　　　　　　地雷被害の現状─」

▼開催日時＝6月25日（月）11:00～7月9日（月）11:00

▼参加費・料金＝入場自由

▼連絡先＝一般財団法人カンボジア地雷撤去キャンペーン　
　　　　　（CMC） 092-833-7575

▼URL＝cmc-net.jp

カンボジアでの地雷撤去活動とリハビリを行う地雷被害者をは
じめ、学校での子ども達の様子、工場で働く人々、経済発展に
より活性化した都市などの写真を展示。現在のカンボジアを
様々な面から捉えた写真展です。

展
示
（
入
口
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）

講　

座

スタッフに聞く！

このイベント
の見所！

去年初めて実施し、参加者の方から大
好評だった「留学体験談ひろば」。この
イベントは、漠然と留学に関心を持つ
方々が、はじめの一歩として参加して
いただけるイベントです。
イベントの一番の魅力は、留学経験者
による臨場感あるお話です。留学先の
現地での人との接し方、生活の様子、
発見、感じたことなど、実際に行かな
ければ分からない体験談は、今の留学
のイメージをもっと具体化し、留学に
対するやる気の後押しになってくれ
ると思います。

担当：池田
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～高齢化社会の現実～」。福岡財務支局長 菊地和博氏にお話いただ
きます。

第9回 ハビタットひろば
「国連ハビタット福岡本部設立15周年特別企画」

▼開催日時＝8月1日（水）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・メール）

▼連絡先＝国連ハビタット福岡本部 092-724-7121

▼FAX＝092-724-7124

▼URL＝www.fukuoka.unhabitat.org/

▼E-mail＝habitat.fukuoka@unhabitat.org

国連ハビタット福岡本部と（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9回目は国連ハビタット福岡本部設立15周年を記念
し、「『まちづくり』において私ができること」をテーマにワークショップを
開催します。ファシリテーターは山口 覚氏（NPO法人地域交流センター
理事、同センター津屋崎ブランチ代表）。
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留学体験談ひろば～
Vol.1 アメリカへ行こう！

▼開催日時＝6月30日（土）13:00～

▼定員＝40名

▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・FAX）

▼連絡先＝(財)福岡県国際交流センター 092-725-9200

▼FAX＝092-725-9206

留学経験者の生の声をお届けする「留学体験談ひろば」。今回
はアメリカ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、ホットな体験談をお話しいただき
ます。あわせて外国政府等関係機関の方による情報提供も行い
ます。

海
外
留
学
情
報

写真展
「カンボジアの光と影
　─進みゆく経済発展と
　　　　　　　地雷被害の現状─」

▼開催日時＝6月25日（月）11:00～7月9日（月）11:00

▼参加費・料金＝入場自由

▼連絡先＝一般財団法人カンボジア地雷撤去キャンペーン　
　　　　　（CMC） 092-833-7575

▼URL＝cmc-net.jp

カンボジアでの地雷撤去活動とリハビリを行う地雷被害者をは
じめ、学校での子ども達の様子、工場で働く人々、経済発展に
より活性化した都市などの写真を展示。現在のカンボジアを
様々な面から捉えた写真展です。

展
示
（
入
口
ギ
ャ
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ー
）

講　

座

スタッフに聞く！

このイベント
の見所！

去年初めて実施し、参加者の方から大
好評だった「留学体験談ひろば」。この
イベントは、漠然と留学に関心を持つ
方々が、はじめの一歩として参加して
いただけるイベントです。
イベントの一番の魅力は、留学経験者
による臨場感あるお話です。留学先の
現地での人との接し方、生活の様子、
発見、感じたことなど、実際に行かな
ければ分からない体験談は、今の留学
のイメージをもっと具体化し、留学に
対するやる気の後押しになってくれ
ると思います。

担当：池田



福岡県内で開催されている、国際交流イベント・講演・
講座・協力等に関する情報をお届けします。興味の
あるイベントや講座などに出かけて、いろいろな国
の人達と友達になってみませんか？

県県 内内 国国 際際
交交 流流 情情 報報

以下の情報を「こくさいひろば」（裏表紙参照）までお
寄せ下さい。また、お寄せいただいた情報は、必ずしも
掲載できるわけではありませんのでご了承下さい。
●次号発行日：8月31日（金）
●募集内容：9月～12月上旬開催の国際交流イベント・講演・講座等
●掲載項目：（イベント等の）名称・開催日時・場所・参加費・定員・申込
方法・連絡先・電話番号等・内容（100字以内）・写真（任意）
●締切：8月1日（水）
　（財）福岡県国際交流センターは、県民主体の国際交流を推進して
います。県内で草の根活動をしている団体の国際交流イベント情
報などありましたら、ぜひお寄せ下さい。

次号掲載の
「県内国際交流情報」募集中！

クリエイトフェスタ─世界音楽祭
●開催日時／ 6月30日（土）14：00 〜 16:30
●場所／ミリカローデン那珂川（筑紫郡那珂川町仲2-5-1）
●参加費・料金／ 1,000円（大人）、500円（小・中学生）
●連絡先／クリエイトフェスタ実行委員会 090-6770-2481（牟田）
●E-mail ／ muta@ktarn.or.jp

ウイグル、オーストラリア（アボリジニー）、キルギス、インドな
ど、世界の各地域の民族のパフォーマンスを行います。様々な
民族の踊りを観賞して、世界の文化への視野をさらに広げてみ
ませんか？

第10回日中友好児童絵画展
─日中国交正常化40周年記念事業─
●開催期間／ 7月12日（木）〜 7月17日（火）
●場所／福岡アジア美術館8階交流ギャラリー
　　　　（福岡市博多区下川端町3-1 リバレインセンタービル）
●参加費・料金／無料
●連絡先／ NPO法人社会教育団体ベルポ会 090-7444-5869（鶴）

日中国交正常化40周年記念事業です。日本と中国の次世代を
担う子ども達の絵画入賞作品を展示します。

第8回
西川義夫ハーモニカリサイタル・日中友好音楽交流会
●開催日時／ 7月28日（土）15:00 〜 16:30
●場所／和光音楽ホール（福岡市早良区室見1-3-11）
●参加費・料金／ 1,000円（大人）、500円（中学生以下）
●申込／要申込（電話・FAX・メール）
●連絡先／福岡ハーモニカ愛好会 090-4580-2324（西川）
●FAX ／ 092-515-4441
●E-mail ／ fha.2011.1kouqin@harmonica-web.com

ハーモニカを通じて様々な音楽交流活動を行っている、福岡
ハーモニカ愛好会代表・西川義夫氏によるリサイタル。当日
は、中国四川省から3名の民俗音楽家が来福し、ソロ演奏や合
奏も行います。

アフリカの希望チャリティーコンサート
●開催日時／ 8月25日（土）14:00 〜 16:00
●場所／朝倉市総合市民センター　ピーポート甘木　中ホール
　　　　（朝倉市甘木198-1）
●参加費・料金／ 1,000円 
●申込／要申込（電話）
●連絡先／ NPO法人エスペランサ 0946-24-9263
●URL ／ www.npo-gb-esp.org

西アフリカ、ギニアビザウ共和国の子ども達に教育の機会を
与えるためのチャリティーコンサートです。ギニアビザウ
共和国で小・中学校の設立・運営や交流に取り組んでいる、
NPO法人エスペランサの活動報告会も行います。
（財）福岡県国際交流センター　助成事業

講座・教室等
糸島市国際交流協会設立15周年特別記念講演会

「宇宙飛行士山崎直子氏が語る 多言語・異文化の中での
訓練と宇宙ステーションでのミッション遂行！」
●開催日時／ 6月10日（日）
　　　　　　12:00開場、12:20開演
●場所／伊都文化会館 大ホール
　　　　（糸島市前原東2-2-7）
●定員／ 900名
●参加費・料金／ 500円（1席）
●申込／要申込（FAX・メール）
●連絡先／糸島市国際交流協会 
　　　　　092-332-9166
●FAX ／ 092-332-9166
●E-mail ／
　window-kokusai@globe.ocn.ne.jp

イベント等
第10回EUフィルムデーズ2012
●開催期間／ 6月13日（水）〜 6月19日（火）
　※作品と上映スケジュールについてはホームページをご覧下さい。
●場所／福岡市総合図書館　映像ホール・シネラ
　　　　（福岡市早良区百道浜3-7-1）
●参加費・料金／ 600円（一般）、500円（高校・大学生）、
　　　　　　　　400円（小・中学生）
●連絡先／福岡市総合図書館 092-852-0600
●URL ／ www.eufilmdays.jp

駐日欧州連合代表部、EU加
盟国大使館等が主催するEU
フィルムデーズは、ヨーロッ
パ映画の多彩さと質の高さ
を紹介する映画イベントで
す。日本未公開の作品から評
判の近作、不朽の名作まで、7カ国7作品が上映されます。

韓国映画　少年勇者ギルドン（日本語吹替版）
●開催日時／ 6月23日（土）13:00 〜、16:00 〜
●場所／九州日仏学館・5Fホール（福岡市中央区大名2-12-6）
●参加費・料金／ 1,000円（前売）、1,300円（当日）
●チケット取り扱い／チケットぴあ、セブンイレブン、ローソンチケッ
　　　　　　　　　　ト、九州日仏学館、キャナルシティ、他
●連絡先／福岡アジア映画祭実行委員会 092-733-0949
●URL ／ www2.gol.com/users/faff/

韓国初の長編アニメーション。
李朝の圧政の時代に実在し、朝
鮮の伝統的ヒーローとして幾度
となく映画化されている洪 吉童

（ホン・ギルドン）の成長を描い
た物語です。

フランス映画際2012
●開催日時／ 6月27日（水）〜 7月1日（日）
　※作品と上映スケジュールについてはホームページをご覧下さい。
●場所／福岡市総合図書館（福岡市早良区百道浜3-7-1）
　　　　西鉄ホール（福岡市中央区天神2-11-3ソラリアステージ6F）
●参加費・料金／ 1,000円（一般前売）、800円（学生・65歳以上前売）、
　　　　　　　　1,200円（当日）
●チケット取り扱い／九州日仏学館、チケットぴあ
●連絡先／九州日仏学館 092-712-0904
●URL ／ www.ifj-kyushu.org/jp/

映画ファン必見のビッグイベント！毎年東京で開催されてい
たフランス映画祭が初めて福岡にやってきます。フランス映画
の現代傾向をご覧いただける映画の祭典です。

「カロと神様」
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●URL ／ www.window-kokusai.com/

宇宙という極限状態で、高度なコミュニケーションが必要とさ
れる宇宙飛行士。文化も言語も異なる仲間たちと、どのように
してミッションを遂行しているのでしょうか？元宇宙飛行士
の経験談から、異文化理解について新たな発見をしてみましょ
う。

世界の家庭料理体験教室＆講演会（エジプト）
●開催日時／ 6月17日（日）　料理教室10:00 〜 13:00
　　　　　　　　　　　　　講演会13:30 〜 15:00
●場所／小郡市総合保健福祉センターあすてらす（小郡市二森1167-1）
　　　　料理教室：1階　調理実習室／講演会：1階　会議室1
●定員／料理教室：30名（先着順）／講演会：定員なし
●参加費・料金／料理教室：800円（大人）、400円（小学生以下）
　　　　　　　　講演会：無料
●申込／料理教室のみ要申込（電話・FAX・メール）　※締切6月8日（金）
●連絡先／おごおり国際交流協会事務局（小郡市役所企画課内）
　　　　　0942-72-2111
●FAX ／ 0942-73-4466
●E-mail ／ danjokyodo@city.ogori.lg.jp

小郡市在住の外国人による、母国の料
理や文化を紹介するイベントです。今
回のテーマは「エジプト」。エジプトの
方との交流を楽しみながら、エジプト
文化を身近で感じてみませんか？

第338回国連講演会
●開催日時／①6月20日（水）14:10 〜 16:40
　　　　　　②6月21日（木）16:20 〜 17:50
●場所／①九州国際大学（北九州市八幡東区平野1-6-1）
　　　　②福岡大学（福岡市城南区七隈8-19-1）
●定員／各回100名
●参加費・料金／無料
●申込／要申込（電話・FAX・メール）
●連絡先／日本国際連合協会福岡県本部 092-713-8115
●FAX ／ 092-761-6762
●E-mail ／ unaj-fukuoka@nifty.com
●URL ／ www.bunkakyokai.org/unaj-fukuoka/

今回の講演テーマは「東日本大震災への世界からの支援と国
際協力」。外務省国際協力局緊急・人道支援課国際緊急援助官
の吉井 幸夫氏にお話いただきます。

NGO入門講座
●開催日時／ 6月30日（土）、7月28日（土）、8月25日（土）
　　　　　　※各回14:00 〜 16:00
●場所／福岡市NPO・ボランティア交流センター「あすみん」　打合せ
　　　　コーナー（福岡市中央区大名2-6-46福岡市立青年センター 5階）
●定員／各回7名
●参加費・料金／ 300円
●申込／要申込（電話・FAX・メール・HP）
●連絡先／ NPO法人NGO福岡ネットワーク 092-405-9870
●FAX ／ 092-405-9870
●E-mail ／ funn@mbk.nifty.com
●URL ／ funn.npgo.jp

国際協力の分野で活動するNGOや国際協力の、理解・参加促
進を目的として開催している講座です。学びの場であるとと
もに、相談にもお答えいたします。和やかな雰囲気のもと、
NGOや国際協力について楽しく学びましょう！

外国人のための日本語教室（前期）
●開催日時／毎週火曜日（開講中〜 7月17日）10:00 〜 11:30
●場所／えーるピア久留米（久留米市諏訪野町1830-6）
●対象／学生以外の外国人
●定員／ 20名程度
●参加費・料金／無料（前期コピー代：1,500円）
●連絡先／（財）久留米観光コンベンション国際交流協会
　　　　　 0942-31-1717
●URL ／ www.kurume-hotomeki.jp/

外国人のために、生活に役立つ「初級・日本語教室」を開催。申

込不要。直接会場にお越し下さい。見学も歓迎します。保育が
必要な方は事前にご連絡下さい。

柳川日本語教室「水かげろう」
●開催日時／毎月第1・3木曜日19:00 〜 20:30、
　　　　　　毎月第2・4木曜日10:30 〜 12:00
●場所／柳川総合保健福祉センター「水の郷」（柳川市上宮永町6-3）
●参加費・料金／学習者：授業料として1回200円（教材費含む）
　　　　　　　　スタッフ：入会金3,000円、2年目より年会費1,000円
●連絡先／柳川日本語教室「水かげろう」 090-7156-5359

外国人のための日本語教室です。教室での学習だけではなく、
交流を深めるための楽しいイベントも計画しています。また、
日本語を教えるボランティアスタッフさんも募集していま
す。

その他
ホストファミリー登録説明会
●開催日時／ 6月17日（日）14:00 〜 15:00
●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8階）
●参加費・料金／無料
●申込／要申込（電話・FAX・メール）　※締切6月10日（日）
●連絡先／レインボープラザ（財団法人福岡国際交流協会） 
　　　　　092-733-2220
●FAX ／ 092-733-2215
●E-mail ／ hostfamily@rainbowfia.or.jp
●URL ／ www.rainbowfia.or.jp

ホームステイ・ホームビジットに関心を持ち、ボランティアで
外国人に日本の生活を体験する機会を提供していただける家
庭を募集します。

チャリティ野球チケット
「福岡ソフトバンクホークス
　　　　　　　　VS 東北楽天ゴールデンイーグルス」
●開催日時／ 9月11日（火）18:00 〜、9月12日（水）18:00 〜、
　　　　　　 9月13日（木）18:00 〜
●場所／ヤフードーム
●参加費・料金／ 2,500円（A指定席）　※内500円がチャリティー
●申込／締切＝8月15日（水）18:00
　※チケットの購入方法、その他お問い合わせは事務局まで
●連絡先／一般財団法人カンボジア地雷撤去キャンペーン
　　　　　事務局（担当：古川） 092-833-7575
●E-mail ／ cmc5963@gmail.com

通常4,300円のチケットが期間限定で安く購入できます。チ
ケット代の内500円は、地雷撤去や被害者救済へのチャリ
ティーになります。お得にホークスを応援しながら、社会貢献
に参加してみませんか？
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は外国人のための人権相談会です。 は在留手続き等相談会です。
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。
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外 国 人 の た め の 情 報 コ ー ナ ー 　

こくさいひろばカレンダー

外国人のための無料相談会❶　こくさいひろば

外国人のための無料相談会❷　その他の会場

にほんごきょうしつ＠こくさいひろば

福岡合同庁舎新館

労働条件に関する無料相談
●開催日時／毎週火曜日・木曜日（週2回） 9:00～16:00
●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）
●対応言語／日本語、英語
●連 絡 先／福岡労働局労働基準部監督課　092-411-4862
●内　　容／監督官及び英語を話すアドバイザーが、電話あるいは直

接質問に関してアドバイスをします。

レインボープラザ
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（6/10、7/8、8/12） 13:00～16:00
●場　　所／レインボープラザ（福岡市中央区天神1-7-11 イムズ８F）
●対応言語／日本語、英語（通訳）、中国語（通訳）
　　　　　　※その他の言語は事前にお問合せを。
●連 絡 先／レインボープラザ（財）福岡国際交流協会
　　　　　　092-733-2220
●Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.rainbowfia.or.jp
●内　　容／在留資格、帰化、国際結婚などに関する相談会。受付は

15:30まで。

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（6/2・16、7/7・21、8/4・18）
　　　　　　13:00～16:00
●場　　所／レインボープラザ（福岡市中央区天神1-7-11 イムズ８F）
●対応言語／日本語、英語（通訳）、中国語（通訳）　※その他の言語は

事前にお問合せを。
●申　　込／要仮予約（ホームページ）
●連 絡 先／レインボープラザ（財）福岡国際交流協会 
　　　　　　092-733-2220
●Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.rainbowfia.or.jp
●内　　容／外国人を対象にした無料の法律相談会。福岡県弁護士会

の弁護士が対応します。1人45分間。

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10:00～12:30、
　　　　　　第1・第3土曜日16:15～19:00、
　　　　　　それ以外の土曜日15:00～19:00
●場　　所／レインボープラザ（福岡市中央区天神1-7-11 イムズ８F）
●対応言語／日本語・英語
●申　　込／要仮予約（ホームページ）
●連 絡 先／レインボープラザ（財）福岡国際交流協会 
　　　　　　092-733-2220
●Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.rainbowfia.or.jp
●内　　容／臨床心理士が英語または日本語にてカウンセリングを行

なっています。ご希望の方は電話又はレインボープラザカ
ウンターにて予約をしてください。

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（相談会が休みの場合もある

ため事前に電話等で要確認）
●場　　所／レインボープラザ（福岡市中央区天神1-7-11 イムズ８F）
●対応言語／日本語・英語
●連 絡 先／レインボープラザ（財）福岡国際交流協会 
　　　　　　092-733-2220
●内　　容／外国人からの健康に関する様々な相談にボランティアの

日本人医師が日本語と英語で応じます。一人で悩まず気軽
に相談に来て下さい。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ないません。

天神弁護士センター

外国人のための無料法律相談
●開催日時／①毎月第２金曜日（6/8、7/13、8/10） 13:00～16:00
　　　　　　②毎月第4金曜日（6/22、7/27、8/24） 13:00～16:00
●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）
●対応言語／①日本語、中国語（通訳）
　　　　　　②日本語、中国語（通訳）、英語（通訳）
●申　　込／要予約（電話）　平日10:00～16:00
●連 絡 先／福岡県弁護士会　092-737-7555
●内　　容／福岡県弁護士会による外国人のための無料法律相談で

す。一般民事、労働問題、家庭問題、入管関係、刑事事件の
相談にのります。

久留米市役所

外国人のための無料相談会
●開催日時／毎月第3土曜日（6/16、7/21、8/18） 13:00～16:00
●場　　所／久留米市役所3F会議室（久留米市城南町15-3）
●対応言語／日本語、英語（通訳）、中国語（通訳）、韓国語（通訳）
●連 絡 先／㈶）久留米観光コンベンション国際交流協会
　　　　　　0942-31-1717
●E-ma i l ／ kokusaikoryu@ktie.or.jp
●内　　容／国際結婚や帰化、国籍問題などの相談に行政書士が応じ

ます。予約不要。

国際交流村センター

法律相談会
●開催日時／毎月第４土曜日（6/23、7/28、8/25）13:30～16:30
●場　　所／（財）北九州国際交流協会（北九州市八幡東区平野1-1-1）

国際交流村センター３F
●対応言語／日本語、英語（通訳）、中国語（通訳）、韓国語（通訳）
●申　　込／要事前予約（電話）
●連 絡 先／（財）北九州国際交流協会　外国人相談窓口
　　　　　　093-671-2606
●Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.kitaq-koryu.jp/jp_new/
●内　　容／就労、住宅、結婚、離婚、帰化、人権問題などについて、相談

に応じます。

入国・在留・ビザ手続き相談会
●開催日時／毎月第3日曜日（6/17、7/15、8/19）13:00～16:00
●場　　所／（財）北九州国際交流協会（北九州市八幡東区平野1-1-1）

国際交流村センター３F
●対応言語／日本語、英語（通訳）、中国語（通訳）、韓国語（通訳）
●申　　込／要事前予約（電話）　※通訳が必要な場合のみ
●連 絡 先／（財）北九州国際交流協会　外国人相談窓口
　　　　　　093-671-2606
●Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.kitaq-koryu.jp/jp_new/
●内　　容／招へい、在留資格変更、在留期間更新、再入国、資格外活

動、永住、外国人登録、国際結婚、国籍関係などの手続きに
ついて相談に応じます。

なやみごと相談会
●開催日時／毎月第４土曜日（6/23、7/28、8/25）9:30～12:30
●場　　所／（財）北九州国際交流協会（北九州市八幡東区平野1-1-1）

国際交流村センター３F
●対応言語／日本語、英語（通訳）、中国語（通訳）、韓国語（通訳）
●申　　込／要事前予約（電話）
●連 絡 先／（財）北九州国際交流協会　外国人相談窓口
　　　　　　093-671-2606
●Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.kitaq-koryu.jp/jp_new/
●内　　容／人間関係の悩み、ストレスといった心理面の問題につい

て、臨床心理士が相談に応じ、一緒に解決方法を探ってい
きます。

★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。

次号に掲載する、県内で開催される外国人のための相談会情報を
募集しています。掲載を希望する団体の方は、こくさいひろば（裏表
紙参照）までお問い合わせ下さい。

※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80箇所）については当センターのホームページをご覧下さい。

教室名 時間 連絡先 内容

火
曜
日

Ａ
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
chiisanainfo@gmail.com
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

Ｂ
コスモス

日本語クラブ

①11:00
　〜12:30
②13:30　
　〜15:00

①400円／月
②400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

Ｃ
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。（N1 〜 N5）

【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

（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】
日本語能力試験対策Ｎ４〜Ｎ１
第４週はフリートークのクラス

土
曜
日

Ｅ
にほんごひろば

10:30

〜

12:00
無料 （電話）090-2580-5671

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】

Ｆ
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】

Ｇ
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

Ｈ
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】

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
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】

　 外国人のための人権相談会 在留手続き等相談会
相 談 日 ６月９日、７月14日、８月11日　（毎月第２土曜日） ６月23日、７月28日、８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
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 月 火 水 木 金 土 日

は外国人のための人権相談会です。 は在留手続き等相談会です。
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。
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外 国 人 の た め の 情 報 コ ー ナ ー 　

こくさいひろばカレンダー

外国人のための無料相談会❶　こくさいひろば

外国人のための無料相談会❷　その他の会場

にほんごきょうしつ＠こくさいひろば

福岡合同庁舎新館

労働条件に関する無料相談
●開催日時／毎週火曜日・木曜日（週2回） 9:00～16:00
●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）
●対応言語／日本語、英語
●連 絡 先／福岡労働局労働基準部監督課　092-411-4862
●内　　容／監督官及び英語を話すアドバイザーが、電話あるいは直

接質問に関してアドバイスをします。

レインボープラザ
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（6/10、7/8、8/12） 13:00～16:00
●場　　所／レインボープラザ（福岡市中央区天神1-7-11 イムズ８F）
●対応言語／日本語、英語（通訳）、中国語（通訳）
　　　　　　※その他の言語は事前にお問合せを。
●連 絡 先／レインボープラザ（財）福岡国際交流協会
　　　　　　092-733-2220
●Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.rainbowfia.or.jp
●内　　容／在留資格、帰化、国際結婚などに関する相談会。受付は

15:30まで。

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（6/2・16、7/7・21、8/4・18）
　　　　　　13:00～16:00
●場　　所／レインボープラザ（福岡市中央区天神1-7-11 イムズ８F）
●対応言語／日本語、英語（通訳）、中国語（通訳）　※その他の言語は

事前にお問合せを。
●申　　込／要仮予約（ホームページ）
●連 絡 先／レインボープラザ（財）福岡国際交流協会 
　　　　　　092-733-2220
●Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.rainbowfia.or.jp
●内　　容／外国人を対象にした無料の法律相談会。福岡県弁護士会

の弁護士が対応します。1人45分間。

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10:00～12:30、
　　　　　　第1・第3土曜日16:15～19:00、
　　　　　　それ以外の土曜日15:00～19:00
●場　　所／レインボープラザ（福岡市中央区天神1-7-11 イムズ８F）
●対応言語／日本語・英語
●申　　込／要仮予約（ホームページ）
●連 絡 先／レインボープラザ（財）福岡国際交流協会 
　　　　　　092-733-2220
●Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.rainbowfia.or.jp
●内　　容／臨床心理士が英語または日本語にてカウンセリングを行

なっています。ご希望の方は電話又はレインボープラザカ
ウンターにて予約をしてください。

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（相談会が休みの場合もある

ため事前に電話等で要確認）
●場　　所／レインボープラザ（福岡市中央区天神1-7-11 イムズ８F）
●対応言語／日本語・英語
●連 絡 先／レインボープラザ（財）福岡国際交流協会 
　　　　　　092-733-2220
●内　　容／外国人からの健康に関する様々な相談にボランティアの

日本人医師が日本語と英語で応じます。一人で悩まず気軽
に相談に来て下さい。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ないません。

天神弁護士センター

外国人のための無料法律相談
●開催日時／①毎月第２金曜日（6/8、7/13、8/10） 13:00～16:00
　　　　　　②毎月第4金曜日（6/22、7/27、8/24） 13:00～16:00
●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）
●対応言語／①日本語、中国語（通訳）
　　　　　　②日本語、中国語（通訳）、英語（通訳）
●申　　込／要予約（電話）　平日10:00～16:00
●連 絡 先／福岡県弁護士会　092-737-7555
●内　　容／福岡県弁護士会による外国人のための無料法律相談で

す。一般民事、労働問題、家庭問題、入管関係、刑事事件の
相談にのります。

久留米市役所

外国人のための無料相談会
●開催日時／毎月第3土曜日（6/16、7/21、8/18） 13:00～16:00
●場　　所／久留米市役所3F会議室（久留米市城南町15-3）
●対応言語／日本語、英語（通訳）、中国語（通訳）、韓国語（通訳）
●連 絡 先／㈶）久留米観光コンベンション国際交流協会
　　　　　　0942-31-1717
●E-ma i l ／ kokusaikoryu@ktie.or.jp
●内　　容／国際結婚や帰化、国籍問題などの相談に行政書士が応じ

ます。予約不要。

国際交流村センター

法律相談会
●開催日時／毎月第４土曜日（6/23、7/28、8/25）13:30～16:30
●場　　所／（財）北九州国際交流協会（北九州市八幡東区平野1-1-1）

国際交流村センター３F
●対応言語／日本語、英語（通訳）、中国語（通訳）、韓国語（通訳）
●申　　込／要事前予約（電話）
●連 絡 先／（財）北九州国際交流協会　外国人相談窓口
　　　　　　093-671-2606
●Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.kitaq-koryu.jp/jp_new/
●内　　容／就労、住宅、結婚、離婚、帰化、人権問題などについて、相談

に応じます。

入国・在留・ビザ手続き相談会
●開催日時／毎月第3日曜日（6/17、7/15、8/19）13:00～16:00
●場　　所／（財）北九州国際交流協会（北九州市八幡東区平野1-1-1）

国際交流村センター３F
●対応言語／日本語、英語（通訳）、中国語（通訳）、韓国語（通訳）
●申　　込／要事前予約（電話）　※通訳が必要な場合のみ
●連 絡 先／（財）北九州国際交流協会　外国人相談窓口
　　　　　　093-671-2606
●Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.kitaq-koryu.jp/jp_new/
●内　　容／招へい、在留資格変更、在留期間更新、再入国、資格外活

動、永住、外国人登録、国際結婚、国籍関係などの手続きに
ついて相談に応じます。

なやみごと相談会
●開催日時／毎月第４土曜日（6/23、7/28、8/25）9:30～12:30
●場　　所／（財）北九州国際交流協会（北九州市八幡東区平野1-1-1）

国際交流村センター３F
●対応言語／日本語、英語（通訳）、中国語（通訳）、韓国語（通訳）
●申　　込／要事前予約（電話）
●連 絡 先／（財）北九州国際交流協会　外国人相談窓口
　　　　　　093-671-2606
●Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.kitaq-koryu.jp/jp_new/
●内　　容／人間関係の悩み、ストレスといった心理面の問題につい

て、臨床心理士が相談に応じ、一緒に解決方法を探ってい
きます。

★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。

次号に掲載する、県内で開催される外国人のための相談会情報を
募集しています。掲載を希望する団体の方は、こくさいひろば（裏表
紙参照）までお問い合わせ下さい。
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●こくさいひろばイベント情報　　●県内国際交流情報
●外国人のための情報コーナー　　●賛助会のご案内
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郭　李飛さん

バドリさん
ラフマンさん

レスティさん

ハナさん

ケミーさん

ライサさん

エン ライさん

福岡県移住者子弟留学生の皆さん

直子さん

靖子さん

ジュリアちゃん

リュウさん

リョウさん

チョウさん

チンさん

ボロさん

廣木さん

サイさん

マイラスさん

ラハマンさん

福岡県留学生サポートセンター
（Fukuoka International Student Support Center：FiSSC）

「こくさいひろば」に来場した方々「こくさいひろば」に来場した方々

「こくさいひろば」で
なんしようと？Q

中国河南省の大学院で日本文学を専攻
し、今年の4月から交換留学生として
福岡で生活を始めました。せっかく日
本に来たので、もっと地域の人と接し
てみたいと思い、留学生サポートセ
ンターにアルバイトの求人登録をし
に来ました。日本の生活は、歩道に
花が咲いていたり、桜が見られた
りするところが素敵です。

フィスク

㈶福岡県国際交流センターの賛助会員になると、ワールドグルメひろば登録店

で５～10％の割引や、ドリンク１杯サービスなど様々な特典が受けられます。

世界の料理を食べて、食文化の世界を広げてみませんか？

詳細は、当センターのホームページでご確認を！

賛助会に入会すると特典があります！
●機関誌「こくさひろば」を毎号お送りします。
●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。
●ワールドグルメひろば登録店他、海外旅行やホテルの宿泊、カルチャーセンター等、
　協賛店で割引を受けられます。

ご希望の方には入会資料をお送りしますので、「こくさいひろば」までご連絡下さい。

　年会費　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

賛助会の
ご案内

当センターの賛助会
の特典についてご紹
介します。

「ワールドグルメひろば」で世界の食文化を楽しもう！

地　域 店　　名

韓国
豚舞　　　　　　　　A

道

中国

上海菜館 白玉蘭

竹園

九龍餃子房

中国大明火鍋城

北京家庭料理 紅夢　　B

中国四川料理 好運来

中華 如家

吉祥飯店

インド
ミラン

スラージ

ネパール
エベレスト・キッチン　C

マイティガル

タイ
ジャミン・カー

プラウチャイ

スイス スイス料理　ハウゼ

メキシコ

エルボラーチョ

ラ ボラーチャ

チリ・ダイニング　　　D

ベトナム ゴンゴン

ロシア ニーナ

ナクチポックム
辛い！でもおいしい！！プサンの味そ
のままのタコの辛炒めです。野菜も
たくさん入ってヘルシー。

香味茄子
シンプルな味付けで、なす本来の旨
みが生かされています。

クワティのカリーセット
10種類の豆とチキンを加えた伝統的カ
リー。ネパールでは年に一度食べて無
病息災を願います。

クリスピータコス
カリッと揚げたトルティーヤの中
に、ビーフとチキンのタコスが入っ
ています。

A

C

B

D

ランチタイムにもワンドリンク（一部
を除く）サービスを実施。
※今後も通常特典に加え、各ワルードグルメひろば登録店
の期間限定特典をホームページでお知らせします。

2012年6月限定！会員特典




