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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

2013 3-5月  vol.93
http://www.kokusaihiroba.or.jp

●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

Pick
Up!Pick
Up!

8

アジアンビートレポート 「漫画で世界へ」
～漫画を通じて拡がる国際交流～

「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

　こくさいひろばで日本語
を勉強しています。まだ通
い出して3ヶ月ですが、皆
さんが優しく教えてくれる
ので、話せるようになりま
した。今一番好きな日本
語は「ありがとうござい
ます」です！ 

賛助会に入会すると特典があります！
●機関誌「こくさいひろば」を年4回お送りします。
●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送付します。「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。

パベル エレルさん

クリスチャン
マクナマラさん

ポール
シェルトンさん

チャンさん

ションさんグレンさん

キムさん

パクさん

ヒュさん

ソンさん

キムさん

ソンさん

リーさんリーさん
チェさん

ルイ君

マーティン リーさん

モハメド シャミさん

ネパル
ラジェンドラさん

ラミチネ
ディリップさん

ジェーソン
バンデベルデさん

バンダリ ヒマルさん

セラフィン ミハウさん

バンダリ デヴィさん

ドゥイカさん

マイケルズさん
アナベルさん

カスパーさん

パルシャさん

ジャッキさん

アルバートさん

一般1,100円・高大生800円・
小中生400円

37歳の若さで革命の波に飲み込まれ露と消えていったフランスの王妃、
マリー・アントワネット。王妃として華やかで優雅な宮廷生活を送りな
がらも、妻として母として悩み、毅然と散っていったその一生を作品で
辿ります。パリ市立カルナヴァレ博物館・ナポレオン財団のほか、彼女
とゆかりのあるフランスの名門貴族が代々受け継いできた家宝を含む約
120点の貴重な資料を通して「マリー・アントワネット物語」をつむぎ
ます。

会　　期

団体料金

092-715-3551お問合せ

福岡市中央区天神5-2-1会場住所

2013年4月27日㈯～6月23日㈰
※休館日：4/30、5/7・13・20・27、6/3・10・17

マリー・アントワネット物語展

アレクサンドル・クシャルスキー
≪王妃マリー・アントワネット≫1791年 ジャン・ド・ベアルヌ伯爵蔵
(c) La Vie de MARIE-ANTOINETTE 2012-13
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スタッフに聞く！

このイベント
の見所！

　福岡県国際交流センターは、県内の
さまざまなNPOや国際交流団体などと
共催し、「こくさいひろば」で外国の文
化を紹介するイベント・講座などを
行っています。
　今まで、ナイジェリア、ドイツ、そし
て私の母国・韓国などを紹介してきま
した。
　今回の「アフリカン・デー＠こくさい
ひろば」は、陽気でアクティブなアフリ
カ人留学生とダンスや楽器などで楽し
く交流できるイベントです。ご興味の
ある方ぜひご参加下さい！
　また、イベントを開催したい方はお
気軽にお問合せください。

担当：キム

　㈶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。

アジアンビートレポート 「漫画で世界へ」
～漫画を通じて拡がる国際交流～
ア
～Pick

Up!Pick
Up!

　アジアンビートでは、情報発信と連動したイベントを実施し、WEBとリア
ルの双方で更に交流を活発化させています。
　２月２日には、北九州市漫画ミュージアムと共催で『漫画で世界へ』をテー
マに、第一線で活躍中の漫画家・山田圭子先生と、少女イラストレータの
しいたけさん、似顔絵作家のたおゆかさんのトークショーを開催しました。
　しいたけさん、たおさんのお二人は、2008年に韓国で開催された「日韓
まんがフェスティバル」にアジアンビートと一緒に参加したことがきっかけで、
中国、台湾、ベトナム、タイ、インド、フランスなど世界に飛び出し活躍し
ています。お二人とも福岡の地に居ながらにして、海を越えて出会った友と
の友情を育みつづけ、世界が拡がっていった様子を紹介してくれました。

　また、会場では2012年12月にアジアンビー
トでWEB投票を実施した「４コマ漫画コンテス
ト」の作品展示会も同時開催しました。コンテ
ストには、海外からも中国語や英語の作品が
寄せられ、漫画人気は、創作側においても世
界に拡がっていることを改めて実感できる展示
となりました。
　イベントの模様はアジアンビートにもレポート
で掲載しています。

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3月・4月・5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
3月・4月・5月

こくさいひろば
イベント情報
3月・4月・5月

アフリカンデー＠こくさいひろば

▼開催日時＝3月20日（水・祝）13:30～16:30

▼参加費・料金＝無料

▼連絡先＝九州大学アフリカン会
　　　　　090-3662-4863　ジャワラ

▼E-mail＝info.askyu@gmail.com

九州大学のアフリカ人留学生が中心となっ
て、アフリカを紹介するイベントです。近年
成長を続けているアフリカの様子や、アフリ
カ各国の伝統楽器や衣装、ダンスなど幅広く
紹介します。

こくさいひろばカフェ　　で世界一周Vol.14

▼開催日時＝3月24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」。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14回目は、アジア編！内モンゴ
ルとネパールをご紹介します。伝統楽
器の演奏もお楽しみに！

ＥＵ研修旅行報告会

▼開催日時＝3月27日（水）14:00～15:30

▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・メール）

▼連絡先＝福岡ＥＵ協会事務局　092-725-9200

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

▼URL＝www.fukuoka-eu.com/

ＥＵの学術拠点であるＥＵＩＪ九州の九州大学、西南学院大学、福岡女
子大学の学生が、ＥＵ各国を訪問し、欧州委員会、欧州議会などＥＵの
機関を見学したり、現地の大学生と交流するＥＵ研修旅行に参加しま
した。研修旅行参加学生が、研修で学んだこと体験したことを報告
します。

イ
ベ
ン
ト

第47回 福岡県留学生サポートセンター
日本文化塾

▼開催日時＝3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

▼E-mail＝bunkajuku.fissc@gmail.com

▼URL＝www.fissc.net

毎月第4土曜日に開催される日本文化塾では、第1線で活躍中の方
による講演会を行っています。講演会のあとは交流会を予定してい
ます。

第13回ハビタットひろば

▼開催日時＝4月1日（月）18：30～19:30

▼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

▼E-mail＝habitat.fukuoka@unhabitat.org

▼URL＝www.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13回目は、国連ハビタット調整官の成田
健二さんがカンボジアの水事情について紹介します。

講　

座

「
漫
画
で
世
界
へ
」

ト
ー
ク
シ
ョ
ー
の
様
子

日本語・韓国語・
中国語（簡体字・繁体字）、
英語、タイ語、ベトナム語の

７言語に対応

福岡から世界に向けて
ポップカルチャーを発信

　まんが・アニメ、ファッション、ポップミュージックなどの若者文化は
アジアの若者の間で共通の人気となっており、次世代を担う若者たちの
豊かな感性や価値観を育んでいます。
　福岡県はアジア地域との友好交流を発展させるために、言葉の壁を
超えて共感し合うことのできるこうした若者文化に着目し、2005年に多
言語WEBサイト「アジアンビート」を開設しました。
　若者文化情報の発信やWEBサイトのテーマに沿ったイベントの開催
を通して、福岡・日本とアジアの若者の相互理解を深めることを目指し
ています。

WEBを飛び出し、イベントや作品展も実施
！

会　場

北九州市漫画ミュージアム
「あしたのギャラリー」

「４コマ漫画コンテスト」作品展
開催中！

ジャンベ

シ
ェ
ケ
レ

福岡市中央区天神１-１-１ アクロス福岡３階（こくさいひろば内）

電話：092-400-6640　Email：asianbeat-info@aycc.jp　http://asianbeat.com/
アジアンビート

3月22日（金）まで

北九州市小倉北区浅野2丁目
あるあるcity 6F

※入館には入館料が必要です。
　一般400円、中高生200円、小学生100円
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スタッフに聞く！

このイベント
の見所！

　福岡県国際交流センターは、県内の
さまざまなNPOや国際交流団体などと
共催し、「こくさいひろば」で外国の文
化を紹介するイベント・講座などを
行っています。
　今まで、ナイジェリア、ドイツ、そし
て私の母国・韓国などを紹介してきま
した。
　今回の「アフリカン・デー＠こくさい
ひろば」は、陽気でアクティブなアフリ
カ人留学生とダンスや楽器などで楽し
く交流できるイベントです。ご興味の
ある方ぜひご参加下さい！
　また、イベントを開催したい方はお
気軽にお問合せください。

担当：キム

　㈶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。

アジアンビートレポート 「漫画で世界へ」
～漫画を通じて拡がる国際交流～
ア
～Pick

Up!Pick
Up!

　アジアンビートでは、情報発信と連動したイベントを実施し、WEBとリア
ルの双方で更に交流を活発化させています。
　２月２日には、北九州市漫画ミュージアムと共催で『漫画で世界へ』をテー
マに、第一線で活躍中の漫画家・山田圭子先生と、少女イラストレータの
しいたけさん、似顔絵作家のたおゆかさんのトークショーを開催しました。
　しいたけさん、たおさんのお二人は、2008年に韓国で開催された「日韓
まんがフェスティバル」にアジアンビートと一緒に参加したことがきっかけで、
中国、台湾、ベトナム、タイ、インド、フランスなど世界に飛び出し活躍し
ています。お二人とも福岡の地に居ながらにして、海を越えて出会った友と
の友情を育みつづけ、世界が拡がっていった様子を紹介してくれました。

　また、会場では2012年12月にアジアンビー
トでWEB投票を実施した「４コマ漫画コンテス
ト」の作品展示会も同時開催しました。コンテ
ストには、海外からも中国語や英語の作品が
寄せられ、漫画人気は、創作側においても世
界に拡がっていることを改めて実感できる展示
となりました。
　イベントの模様はアジアンビートにもレポート
で掲載しています。

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3月・4月・5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
3月・4月・5月

こくさいひろば
イベント情報
3月・4月・5月

アフリカンデー＠こくさいひろば

▼開催日時＝3月20日（水・祝）13:30～16:30

▼参加費・料金＝無料

▼連絡先＝九州大学アフリカン会
　　　　　090-3662-4863　ジャワラ

▼E-mail＝info.askyu@gmail.com

九州大学のアフリカ人留学生が中心となっ
て、アフリカを紹介するイベントです。近年
成長を続けているアフリカの様子や、アフリ
カ各国の伝統楽器や衣装、ダンスなど幅広く
紹介します。

こくさいひろばカフェ　　で世界一周Vol.14

▼開催日時＝3月24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」。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14回目は、アジア編！内モンゴ
ルとネパールをご紹介します。伝統楽
器の演奏もお楽しみに！

ＥＵ研修旅行報告会

▼開催日時＝3月27日（水）14:00～15:30

▼参加費・料金＝無料

▼申込＝要申込（電話・メール）

▼連絡先＝福岡ＥＵ協会事務局　092-725-9200

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

▼URL＝www.fukuoka-eu.com/

ＥＵの学術拠点であるＥＵＩＪ九州の九州大学、西南学院大学、福岡女
子大学の学生が、ＥＵ各国を訪問し、欧州委員会、欧州議会などＥＵの
機関を見学したり、現地の大学生と交流するＥＵ研修旅行に参加しま
した。研修旅行参加学生が、研修で学んだこと体験したことを報告
します。

イ
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第47回 福岡県留学生サポートセンター
日本文化塾

▼開催日時＝3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

▼E-mail＝bunkajuku.fissc@gmail.com

▼URL＝www.fissc.net

毎月第4土曜日に開催される日本文化塾では、第1線で活躍中の方
による講演会を行っています。講演会のあとは交流会を予定してい
ます。

第13回ハビタットひろば

▼開催日時＝4月1日（月）18：30～19:30

▼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

▼E-mail＝habitat.fukuoka@unhabitat.org

▼URL＝www.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13回目は、国連ハビタット調整官の成田
健二さんがカンボジアの水事情について紹介します。
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日本語・韓国語・
中国語（簡体字・繁体字）、
英語、タイ語、ベトナム語の

７言語に対応

福岡から世界に向けて
ポップカルチャーを発信

　まんが・アニメ、ファッション、ポップミュージックなどの若者文化は
アジアの若者の間で共通の人気となっており、次世代を担う若者たちの
豊かな感性や価値観を育んでいます。
　福岡県はアジア地域との友好交流を発展させるために、言葉の壁を
超えて共感し合うことのできるこうした若者文化に着目し、2005年に多
言語WEBサイト「アジアンビート」を開設しました。
　若者文化情報の発信やWEBサイトのテーマに沿ったイベントの開催
を通して、福岡・日本とアジアの若者の相互理解を深めることを目指し
ています。

WEBを飛び出し、イベントや作品展も実施
！

会　場

北九州市漫画ミュージアム
「あしたのギャラリー」

「４コマ漫画コンテスト」作品展
開催中！

ジャンベ

シ
ェ
ケ
レ

福岡市中央区天神１-１-１ アクロス福岡３階（こくさいひろば内）

電話：092-400-6640　Email：asianbeat-info@aycc.jp　http://asianbeat.com/
アジアンビート

3月22日（金）まで

北九州市小倉北区浅野2丁目
あるあるcity 6F

※入館には入館料が必要です。
　一般400円、中高生200円、小学生100円



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

県内の国際交流・協力イベント等の開催情報を募集
しています。以下の情報をこくさいひろばのホーム
ページ（https://www.kokusaihiroba.or.jp/
request/event.php）までお寄せ下さい。
お寄せいただいた情報を必ずしも掲載できるわけではありませんの
でご了承ください。

◆掲載情報：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（200字以内）及び主
催団体に関する情報

●URL ／ http://salt.or.tv/

フィリピンの女性たちが作った心温まる刺しゅう品の展示販
売会。現地の模様を写したショートビデオ上映、刺しゅうの体
験コーナー、現地生産者とのスカイプ交流（3月16日のみ）など
盛りだくさん！

記録映像作家　岡村淳氏　オフレコ座談会＋上映会
●開催日時／ 3月20日（水・祝）18:00 〜 20:00
●場所／ティエンポ・ホール3F
　　　　（福岡市中央区大名1-15-11 Daimyo11511ビル 3F）
●定員／ 150名
●参加費・料金／一般　前売り1,500円　当日2,000円
　　　　　　　 （小中学生一般料金の半額、未就学児無料）
●連絡先／特定非営利活動法人 ティエンポ・イベロアメリカーノ
　　　　　092-762-4100

ブラジル移住者の生活に迫るドキュメンタリーを通し、世界最
大の日系人居住地をクローズアップ！作家岡村淳氏を迎え座
談会も開催。 
上映：赤い大地の仲間たちフマニタス25年の歩み（佐々木神父
と慈善団体の歩み） ※交流会：有料 20：00 〜

第6回ガムランワークショップ
～ジャワのガムラン演奏を体験
●開催日時／ 3月23日（土）13:30 〜 15:30
●場所／九州国立博物館ミュージアムホール（太宰府市石坂4-7-2）
●対象／小学生以上（大人も可）　●定員／ 28名
●参加費・料金／無料
●申込／要申込（はがき/FAX） ※氏名（ふりがな）、住所、連絡先記入
●連絡先／九州国立博物館交流課 092-929-3294
●FAX ／ 092-929-3980

ジャワのガムランを用いたワークショップ。実際にガムランの
演奏を通して、楽器の造形の美しさ、その響きの豊かさを五感
で体験します。

ＪＣＤＮ国際ダンス・イン･レジデンス・エクスチェンジ・
プロジェクト日本―韓国　共同制作プログラム
●開催期間／ 3月23日（土）、24日（日）
●場所／九州大学箱崎キャンパス内（福岡市東区箱崎6-10-1）
●連絡先／（公財）福岡市文化芸術振興財団 092-263-6265

韓国を拠点に活動する振付家・ダンサーのJung Young Doo氏
が、福岡で作り上げた作品を紹介します。

「HUMAN」というコンセプトのもと、ダンスはもちろん、演劇
や映像、テキスト、ビジュアルアートなど多分野で表現します。

銭本隆行氏のデンマーク講演会
「高福祉国家デンマークから学ぶ」
●開催日時／ 3月30日（土）13:30 〜 16:00　※開場13:15
●場所／福岡市婦人会館9F講堂（福岡市中央区舞鶴2-5-1）
●定員／ 120名
●参加費・料金／ 1,000円（学生500円）
●申込／要申込（FAX/メール）
●連絡先／教育文化研究所 092-923-9339
●FAX ／ 092-923-9339
●E-mail ／ nakayoshi@kyoikubunka.com

デンマークのフユン島にある国民高等学校・日欧文化交流学院
の学院長銭本隆行氏がデンマークでの「いじめ」への取り組み
など、教育を中心にお話します。

ドイツ系企業―その内部組織、ドイツ人との仕事の仕方
●開催日時／ 4月6日（土） 講演会18:30 〜 19:30
●場所／ＫＫＲホテル博多（福岡市中央区薬院4-21-1）

イベント等
きものビューティー
●開催期間／開催中〜 4月7日（日）　※月曜日休館
●場所／福岡市博物館 特別展示室（福岡市早良区百道浜3-1-1）
●観覧料／一般1,200円、高校生800円、小中学生500円
　　　　　※前売り・20名以上の団体は
　　　　　　一律200円割引
●連絡先／福岡市博物館 092-845-5011
●FAX ／ 092-845-5019
●URL ／ http://museum.city.fukuoka.jp/

日本の伝統文化から生まれる「和」の
美を代表するものの一つ、きもの。そ
の華やかな歴史絵巻を帯や髪飾りな
どの装身具やきもの美人を描いた絵
画とともに展示。会期中の週末は関連
イベントが満載。チケットの半券で
様々な特典を受けられます。

第13回国際交流フェスティバル
●開催日時／ 3月10日（日）13:30 〜 17:00　※開場13:00
●場所／岡垣サンリーアイ（遠賀郡岡垣町野間1-2-1）
●定員／ 595名　●参加費・料金／ 500円
●申込方法／下記事務所でチケット販売
●連絡先／岡垣国際交流協会 093-282-0549
●FAX ／ 093-282-0559
●E-mail ／ oia@fancy.ocn.ne.jp
●URL ／ http://www4.ocn.ne.jp/~oia/

外国と日本の文化の融合を目的に、外国人の芸術家を招聘し、
音楽・演劇・民族舞踊などを紹介するイベント。
今回は、中国琵琶アーティスト・ENKI（エンキ）さんのトーク
と琵琶演奏のほか、地元音楽グループによるミニ箏（そう）など
和楽器の演奏や踊りも紹介します。

ハッピーがつながるママの刺しゅう展
●開催期間／ 3月15日（金）〜 17日（日）11:00 〜 17:00
　　　　　　※最終日は16:00まで
●場所／福岡市男女共同参画推進センター・
　　　　アミカス ギャラリースペース
　　　　（福岡市南区高宮3-3-1）
●参加費・料金／無料
●連絡先／特定非営利活動法人
　　　　　ソルト・パヤタス 092-939-3633
●FAX ／ 092-939-3633
●E-mail ／ contact@saltpayatas.com

浅葱平絹地梅樹几帳模様振袖
（あさぎへいけんじばいじゅき
ちょうもようふりそで）
ボストン美術館蔵 明治時代（19世紀）
※全期間展示



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

県内の国際交流・協力イベント等の開催情報を募集
しています。以下の情報をこくさいひろばのホーム
ページ（https://www.kokusaihiroba.or.jp/
request/event.php）までお寄せ下さい。
お寄せいただいた情報を必ずしも掲載できるわけではありませんの
でご了承ください。

◆掲載情報：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（200字以内）及び主
催団体に関する情報

●定員／ 50名　●参加費・料金／無料
●申込／要申込（電話/FAX/メール/郵送）
●連絡先／西日本日独協会事務局
　　　　　092-524-0059（月・木 12:00 〜 14:00）
●FAX ／ 092-524-0059
●E-mail ／ info@jdg-nishinihon.org
●URL ／ http://jdg-nishinihon.org

ドイツシーメンス社に40年勤務し、現在もミュンヘン在住の浅
野昭博氏による講演会。長年、現地ドイツ企業に勤務していた
からこその興味深い経験談などを紹介します。
講演会後は、懇親パーティがあります。（有料）

日本イラン音楽交流　ペルシアの歌コンサート in 福岡
●開催日時／ 4月20日（土）14:00 〜
●場所／さいとぴあ 多目的ホール（福岡市西区大字女原607-1）
●定員／ 100名
●参加費・料金／一般1,500円　学生・高齢者1,000円
●連絡先／ペルシアの風 0480-72-8550

ペルシアの詩や民謡とダンスをピアノやフルートなどの音色
にのせて紹介したり、一緒に歌いながら交流できるイベント。
イランの風景や人々の様子も映像で紹介します。

第54回　外国人による日本語弁論大会
－北九州市制50周年記念－
●開催日時／ 6月8日（土）13:00 〜
●場所／北九州芸術劇場大ホール（北九州市小倉北区室町1丁目1-1-11）
●参加費・料金／無料
●連絡先／北九州市総務企画局国際政策課 塩澤・福田 093-582-2146
●URL ／ http://www.iec-nichibei.or.jp/iec04_2.html

外国人の目から見た日本の姿に触れ、異文化理解を深めましょう。
出場者も募集しています。出場ご希望の方は、4月16日（火）ま
で所定の書類をご提出ください。詳細は、（一財）国際教育振興
会ＨＰをご覧下さい。

講座・教室等
国政情勢の勉強会
●開催日時／ 3月23日（土）12:00 〜 14:00
●場所／福岡市NPOボランティア交流センターあすみん
　　　　（福岡市中央区大名2-6-46）
●参加費・料金／無料
●連絡先／ NPOエスペランサー 山口千恵子 080-3948-6963

ＮＰＯエスペランサーは、西アフリカ・ギニアビサウ共和国で
子供の教育に携わっています。今回は、迎増兼氏（ＮＰＯエスペ
ランサー顧問）が国際情勢を分かりやすく紹介します。

外国人のためのやさしい日本語教室
●開催日時／毎週火曜日（前期：4/2 〜 7/16の予定)
●場所／えーるぴあくるめ（久留米市諏訪野町1830-6）
●参加費・料金／無料（但し、前期分の資料コピー代1,500円）
●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
●FAX ／ 0942-31-3210
●E-mail ／ kokusaikoryu@ktie.or.jp
●URL ／ http://www.kurume-hotomeki.jp

日本で暮らす外国人のために、生活に役立つ日本語教室を開き
ます。学生以外の外国人のみなさんならどなたでも参加できま
す。

平成25年度　留学生から学ぶ外国語教室　受講生募集
●開催日時／Ｈ25年5月〜Ｈ26年2月（募集、3月8日まで）

●場所／福岡留学生会館（福岡市博多区店屋町4-1）
●定員／各コース20名　※子供中国語は各10名ずつ
●参加費・料金／各コース　30,000円　※全額前納制
●申込／要申込　郵送・FAX
●連絡先／アジア太平洋こども会議 吉松 092-734-7700
●FAX ／ 092-734-7711
●E-mail ／ gogaku@apcc.gr.jp
●URL ／ http://www.asia-kotoba.net

アジア各地との交流拠点都市・福岡には、様々な国から来た留
学生がたくさん住んでいます。「留学生から学ぶ外国語教室」で
は、留学生との交流を楽しみながらことばや文化を学べられま
す。

その他
書き損じハガキ回収プログラム
●開催日時／〜 3月31日
●連絡先／（財）カンボジア地雷撤去キャンペーン 事務局 古川、星原
　　　　　 092-833-7575
●FAX ／ 092-833-7677
●E-mail ／ cmc5963@gmail.com
●URL ／ http://cmc-net.jp/

身近にできる国際協力として、家にある書き損じハガキやテレ
フォンカードなどを回収してカンボジアの地雷撤去を応援し
ようというプログラム。詳しくは事務局までお問合せくださ
い。

ホストファミリー登録説明会
●開催日時／ 3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8F）
●参加費・料金／無料
●申込／要申込（電話・FAX・メール） ※3月10日まで
●連絡先／レインボープラザ 092-733-2220
●FAX ／ 092-733-2215
●E-mail ／ rainbow@rainbowfia.or.jp
●URL ／ http://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くださる家庭
を募集しています。

JICA青年海外協力隊・シニア海外ボランティア　募集
●開催日時／ 4月1日（月）〜 5月13日（月）
●連絡先／ JICA九州 ボランティア班 093-671-8349
●E-mail ／ jicakicp-jpcvqc@jica.go.jp
●URL ／ http://www.jica.go.jp

開発途上国への技術協力や人材育成を行っているＪＩＣＡ（独
立行政法人国際協力機構）がＪＩＣＡ海外ボランティアを募集
します。この募集期間に合わせ、「体験談＆説明会」も開催しま
す。詳しくは上ホームページをご覧下さい。
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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（3/10、4/14、5/12）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、中国語
　　　　　　※その他の言語は事前にお問い合わせを。
●連 絡 先／レインボープラザ（公財）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（3/2・16、4/6・20、5/4・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、中国語
　　　　　　※その他の言語は事前にお問い合わせを。
●申　　込／要仮予約（ホームページ）
●連 絡 先／レインボープラザ（公財）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／要事前予約（電話）
●連 絡 先／レインボープラザ（公財）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（公財）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 （3/8、4/12、5/10）13:00～16:00
　　　　　　②毎月第4金曜日 （3/22、4/26、5/24）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
　　　　　　②日本語、中国語、英語
●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（3/16、4/20、5/18） 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、中国語、韓国語
●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
●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。

国際村交流センター

法律相談会 
●開催日時／毎月第４土曜日（3/23、4/27、5/25）13:30～16:30
●場　　所／（公財）北九州国際交流協会（北九州市八幡東区平野1-1-1）
　　　　　　国際村交流センター３F
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語
●申　　込／要事前予約（電話）
●連 絡 先／（公財）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（3/17、4/21、5/19）13:00～16:00 
●場　　所／（公財）北九州国際交流協会（北九州市八幡東区平野1-1-1）
　　　　　　国際村交流センター３F
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語
●申　　込／要事前予約（電話）※通訳が必要な場合のみ
●連 絡 先／（公財）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（3/23、4/27、5/25）9:30～12:30 
●場　　所／（公財）北九州国際交流協会（北九州市八幡東区平野1-1-1）
　　　　　　国際村交流センター３F
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語
●申　　込／要事前予約（電話）
●連 絡 先／（公財）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

100円／回
or

400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
torianon-2@jcom.home.ne.jp

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 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
100円／回 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 3月9日、4月13日、5月11日　（毎月第2土曜日） 3月23日、4月27日、5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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D
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3月 March
 月 火 水 木 金 土 日

4月 April

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14 
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22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 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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D
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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（3/10、4/14、5/12）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、中国語
　　　　　　※その他の言語は事前にお問い合わせを。
●連 絡 先／レインボープラザ（公財）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（3/2・16、4/6・20、5/4・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、中国語
　　　　　　※その他の言語は事前にお問い合わせを。
●申　　込／要仮予約（ホームページ）
●連 絡 先／レインボープラザ（公財）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／要事前予約（電話）
●連 絡 先／レインボープラザ（公財）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（公財）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 （3/8、4/12、5/10）13:00～16:00
　　　　　　②毎月第4金曜日 （3/22、4/26、5/24）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
　　　　　　②日本語、中国語、英語
●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（3/16、4/20、5/18） 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、中国語、韓国語
●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
●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。

国際村交流センター

法律相談会 
●開催日時／毎月第４土曜日（3/23、4/27、5/25）13:30～16:30
●場　　所／（公財）北九州国際交流協会（北九州市八幡東区平野1-1-1）
　　　　　　国際村交流センター３F
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語
●申　　込／要事前予約（電話）
●連 絡 先／（公財）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（3/17、4/21、5/19）13:00～16:00 
●場　　所／（公財）北九州国際交流協会（北九州市八幡東区平野1-1-1）
　　　　　　国際村交流センター３F
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語
●申　　込／要事前予約（電話）※通訳が必要な場合のみ
●連 絡 先／（公財）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（3/23、4/27、5/25）9:30～12:30 
●場　　所／（公財）北九州国際交流協会（北九州市八幡東区平野1-1-1）
　　　　　　国際村交流センター３F
●対応言語／日本語、英語、中国語、韓国語
●申　　込／要事前予約（電話）
●連 絡 先／（公財）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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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

2013 3-5月  vol.93
http://www.kokusaihiroba.or.jp

●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

Pick
Up!Pick
Up!
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アジアンビートレポート 「漫画で世界へ」
～漫画を通じて拡がる国際交流～

「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

　こくさいひろばで日本語
を勉強しています。まだ通
い出して3ヶ月ですが、皆
さんが優しく教えてくれる
ので、話せるようになりま
した。今一番好きな日本
語は「ありがとうござい
ます」です！ 

賛助会に入会すると特典があります！
●機関誌「こくさいひろば」を年4回お送りします。
●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送付します。「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。

パベル エレルさん

クリスチャン
マクナマラさん

ポール
シェルトンさん

チャンさん

ションさんグレンさん

キムさん

パクさん

ヒュさん

ソンさん

キムさん

ソンさん

リーさんリーさん
チェさん

ルイ君

マーティン リーさん

モハメド シャミさん

ネパル
ラジェンドラさん

ラミチネ
ディリップさん

ジェーソン
バンデベルデさん

バンダリ ヒマルさん

セラフィン ミハウさん

バンダリ デヴィさん

ドゥイカさん

マイケルズさん
アナベルさん

カスパーさん

パルシャさん

ジャッキさん

アルバートさん

一般1,100円・高大生800円・
小中生400円

37歳の若さで革命の波に飲み込まれ露と消えていったフランスの王妃、
マリー・アントワネット。王妃として華やかで優雅な宮廷生活を送りな
がらも、妻として母として悩み、毅然と散っていったその一生を作品で
辿ります。パリ市立カルナヴァレ博物館・ナポレオン財団のほか、彼女
とゆかりのあるフランスの名門貴族が代々受け継いできた家宝を含む約
120点の貴重な資料を通して「マリー・アントワネット物語」をつむぎ
ます。

会　　期

団体料金

092-715-3551お問合せ

福岡市中央区天神5-2-1会場住所

2013年4月27日㈯～6月23日㈰
※休館日：4/30、5/7・13・20・27、6/3・10・17

マリー・アントワネット物語展

アレクサンドル・クシャルスキー
≪王妃マリー・アントワネット≫1791年 ジャン・ド・ベアルヌ伯爵蔵
(c) La Vie de MARIE-ANTOINETTE 2012-13

3月限定 ラッシーまたは
マンゴーラッシープレゼント

TEL:九大病院前	 092-641-6556
　　	箱崎駅前	 092-611-0114
　　	流通センター	 092-621-6288

4月限定 お漬物一皿プレゼント

TEL:092-282-5598
福岡市博多区上呉服町14-27（蓮池バス停前）

5月限定 焼肉食べ放題注文で野菜サラダ食べ
放題プレゼント

TEL:092-434-1205
福岡市博多区博多駅前3-22-5 Mビル2号館1F

インディアン
レストラン　「HIMALAYA]・「DOMA DOMA」

通常特典：10％ off
(ランチを除く)

中国四川料理「好運来」
通常特典：10％ off
(ランチを除く)

韓国レストラン「道（TAO）」
通常特典：10％ off
(ランチを除く)

（財）福岡県国際交流センターでは、設立目的にご賛同いただける「賛
助会」の会員を随時募集しています。

世界の食文化を楽しもう！～現在、9カ国24店舗で
 特典が受けられます！

　当センターは、福岡県の持つ地理的、歴史的特性を活かし、県下の国際交流団体等
と協力して県民主体の国際交流を推進することにより、国際交流における福岡県の拠
点性を高めていくとともに、アジア諸国をはじめとして世界各国との交流を深め、もっ
て相互の繁栄と世界の平和に寄与します。

設 立 目 的 【設立年月日：平成元年6月27日】

ワールドグルメひろば

NEW

宮保豆腐球




