
※掲載の公演情報は開催される施設から提供いただいたものです。詳細は各施設へお問合せください。
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青年海外協力隊ナビ＠おおいた
○所 iichiko総合文化センター 地下1階 アトリウムプラザ
○問  JICAデスク大分 ☎097-533-4021

1/10（水） 18：00～20：00

青年海外協力隊ナビ＠おおいた
3/14（水） 18：00～20：00

○所 iichiko総合文化センター 地下1階 アトリウムプラザ
○問  JICAデスク大分 ☎097-533-4021

青年海外協力隊ナビ＠おおいた
○所 iichiko総合文化センター 地下1階 アトリウムプラザ
○問  JICAデスク大分 ☎097-533-4021

2/14（水） 18：00～20：00

外国語図書無料図書配布
○所 iichiko総合文化センター 地下1階 
　 おいた国際交流プラザ 交流スペース
○問  おおいた国際交流プラザ ☎097-533-4021

3/10（土） 10：00～17：00
※開催日時は変更となる可能性があります。

日本語登録ボランティア
スキルアップ講座
○所  iichiko総合文化センター ４階 中会議室 ２
○問  おおいた国際交流プラザ ☎097-533-4021

2/10（土） 14：00～16：30

1 3JANUARY MARCH 1月～3月のイベントと無料相談

バイオトイレ設置を
記念した式典

Cameroon

●タガログ語無料相談

1/6（土） ・ 16（火）、2/3（土）・ 20（火）、3/3（土）・ 20（火）
13：00-16：00毎月第1土曜、第3火曜

●中国語無料相談

1/11（木）・18（木）・25（木）、
2/1（木）・8（木）・15（木）・22（木）、
3/1（木）・8（木）・15（木）・22（木）・29（木）

10：00-13：00毎週木曜

無 料 相 談

※各無料相談日については変更になることがあります。

●在住外国人のための無料相談

1/17（水）、2/21（水）※3/21は祝日のためお休みです
13：00-16：00

※日本語・英語以外の方は2日前までに要予約

毎月第3水曜

2/4（日）、3/4（日）※1月はお休みです
13：00-16：00

※日本語・英語以外の方は2日前までに要予約

毎月第1日曜 ［ライフサポート主催］

国際理解講座3
東南アジアのイスラム編

APU言語教育セン
ター招聘講師のヘサ
リアンティ・アラマン
ダさんと、APU3回生
のファクリア・アイ
シャさんによる国際
理解講座。インドネシ
アの文化や生活、日本
との食文化の違いに
ついてなどの講演が
ありました。人口の約
80％が信仰している

イスラム教については、ムスリムとして日本で行うラマダン（断食）や礼拝、ハラ
ルフードについての話など特に興味深く、別府市の一部飲食店やスーパーで、
ムスリム対象のメニューや食材の取り扱いがあることも報告されました。

開催場所：iichiko総合文化センター 中会議室 ２
10/22●日

国際交流員と話そう！ 
<トライアル>

開催場所：コンパルホール 300会議室
10/28●土

国際理解講座4
フィジー編

開催場所：iichiko総合文化センター 映像小ホール
12/9●土

第2回
日本文化体験講座

開催場所：iichiko総合文化センター 映像小ホール他
12/15●金

おおいた国際交流プラザは、「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違
いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生き
ていく」多文化共生社会の実現に向け、様々な講座やイベントを開催しています。

おおいた国際交流プラザ
What's

iichiko総合文化センター Ｂ1Ｆ ☎097-533-4021 http://www.oitaplaza.jp
おおいた国際交流プラザ

Facebook oitaplazaTwitter ＠oita plaza

新春ホルトホール寄席

［出］春風亭三朝、林家あずみ、林家はな平、柳家緑太
［料］2,000円、中学生以下1,000円、4歳以上入場可
［所］ホルトホール大分 小ホール
［問］☎097-576-8877
●チケット販売中

［開演］14:00

和楽器アンサンブル
息吹コンサート 2018
～ふるさと大分の響き～

［料］前売り1,500円、小・中・高校生
　　500円、未就学児無料/全席自由
　　※当日券は500円アップ
［所］ホルトホール大分 大ホール
［問］☎097-576-8877
●12/15～チケット販売

［開演］14:30　［終演］16:30

おおいたホールナビ
大分県公立文化施設協議会
加盟館が主催する
舞台芸術公演情報

第3回 FUNAI演劇祭

［開演］2/10・11（14:00～/19:00～）、2/12（13:00～/17:00～）

［出］ダンススタジオ シオナーズ キッズミュージカルクラス、大分大
　　学文化会演劇部、金平糖企画、寒田ふじの友会、不二野座、
　　大分県立爽風館高等学校演劇部 爽劇
［料］1公演： 1,000円（爽風館高校のみ500円）、大学生以下500
　　円、4歳以上入場可
［所］ホルトホール大分 小ホール　［問］☎097-576-8877
●12/15～チケット販売

ビーコンプラザオペレッタ劇場
瓜生島3ヵ年プロジェクトvol.3
オペレッタ「瓜生島」

［開演］14:00　［終演］16:00

［出］東京オペレッタ劇場・一般参加者
［料］3,000円、高校生以下1,500円
　　（前売り500円引き）
［所］別府ビーコンプラザ「フィルハーモニアホール」
［問］☎0977-26-7111

豊後FUNAIミュージカル
「ぼくたちは星空のした。
~義鎮と塩市丸~

［開演］14:00　［終演］16:00

［出］公募で集まった市民約50名
［料］1,500円、高校生以下500円、
　　4歳以上入場可
［所］ホルトホール大分 大ホール
［問］☎097-576-8877
●2018.1/15～チケット販売

BUNGO新風土記

［開演］15:00　［終演］16:30

［出］市民
［料］1,000円、高校生以下500円
［所］ホルトホール大分 大ホール
［問］☎097-576-8877
●12/15～チケット販売
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HALL
NAVI
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白樫栄子作曲
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「瓜生島」白樫栄子作曲「「新作音楽劇
初演

大人（前売）￥2,500/（当日）￥3,000
学生（前売）￥1,000/（当日）￥1,500

別府ビーコンプラザ フィルハーモニアホール
※ドレスコード不要です。普段の服装でお気軽にお楽しみください。

チケット チケット
取扱

主催：ビーコンプラザ　共催：別府市・大分県立芸術文化短期大学　助成：（一財）地域創造

○お問合せ：ビーコンプラザ TEL.0977-26-7111 ※営業時間10:00～17:00
小学生以上 ※未就学児入場無料 ３歳から入場できます。

2018年

2月25日（日）
開演 14:00（開場 13:30）

ビーコンプラザ・エトウ南海堂
トキハ別府店・トキハ会館 

作　　　曲： 白樫 栄子
台本・演出：角　 岳史
出　　　演：富田 沙緒里（ソプラノ） 高田 正人（テノール） 里中 トヨコ（ソプラノ）
 愛甲 久美（メゾソプラノ）　行天 祥晃（テノール） 新見 準平（バリトン）
 白石 まさ子（ソプラノ） 関　 純子（ソプラノ） 井上 歩実（ソプラノ） 池畑 和希（ソプラノ）
 山中 　晶（観世流シテ方）
演　　　奏： 野間 美希（ピアノ） 亀田 奈美子（フルート）

大分市のワールドフェ
スタ協賛事業として、
県国際交流員による
フリートークイベント
を開催しました。今回
はアメリカ出身のシェ
リダン・ミキシックさ
ん、韓国出身の金眞雅
さん、中国出身の張鵬
さん、戴立君さんと、
それぞれの母国語で
会話をしました。県国

際交流員の4名は日本語も話せるので、初心者も楽しく年末年始の行事や文化に
ついて話し、会場は大いに盛り上がりました。子ども連れの母親や留学生など約
10名が参加し、アンケートの結果、今後定期的に開催することが決まりました。

2019年ラグビーW杯
大分開催を受けて、県
内で行われる5試合
の中から、フィジーを
取り上げました。在別
府フィジー共和国名
誉領事の河村眞實氏
は、幸福度が世界一
といわれるフィジーら
しい人柄や、ラグビー
が描かれた紙幣など
を紹介。JICAシニア

海外ボランティアでフィジーに派遣された堤孝幸氏からは、現地で生活した人
の目線で語る暮らしや活動について、フィジー出身のAPUの学生エリック・
チャド・アレクサンダー氏とセニブル・ウルペニ氏も母国を紹介しました。

県内の国際交流員・外
国語指導助手（ALT等）
15名を対象に、日本文
化体験事業を開催。最
初に職員が、焼き物や
筆などの歴史や技法の
説明と、日本の伝統芸
能の紙切りと太神楽を
紹介しました。その後会
場を移動し、3班に分か
れて着付け・お抹茶・書
道を体験。書道体験で

は、慣れない手つきで筆を握るも、すぐにコツをつかんで上手に漢字を書いていました。お
抹茶体験は、茶道特有の所作に苦戦しながらもおいしいお抹茶を点て、着付け体験で
は美しい着物姿に大喜びの様子でした。

Free Talk Class
大分県に所属する
国際交流員と
お話しましょう♪

1月スタート！

定員： 各10名（先着順）
場所：iichiko総合文化センター
        地下1階 おおいた国際交流プラザ
参加費：無料
申込先：in@emo.or.jp
備考：事前に予約をしてください。
        申込期限は1週間前です。詳細が決        
        まり次第、HP等でお知らせします。

言　語

英　語

韓国語

中国語 

国際交流員

Sheridan Mckisick さん

Sarah Backley さん

金 眞雅 さん

張 鵬 さん

10月に行った国際交流員と話そう！
＜トライアル＞が好評を博したので、
1月より定期開催いたします。たくさ
んのご参加をお待ちしております！


