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JICAボランティア2018年度春募集
青年海外協力隊、シニア海外ボランティア
https://www.jica.go.jp/volunteer/application/

○問  JICAデスク大分 ☎097-533-4021

～5/1（火）

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

4/11（水） 18：00～20：00

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

5/9（水） 18：00～20：00

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

6/13（水） 18：00～20：00

4 6APRIL JUNE 4月～6月のイベントと無料相談

大山町で
約28年ぶりの再会

Malaysia

※各無料相談日については変更になることがあります。

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

スタインウェイを
弾きませんか？

［料］1,000円（３０分）
［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

5/20（日）・21（月）
［開演］10:00　［終演］19:00

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの

［出］安藤玲奈、松見裕子、佐々木名央、高松修司、治田敦
［料］一般：2,800円 友の会またはお得なファミリー券
    （4枚以上）：2,400円※2歳以上有料/全席自由
［所］パトリア日田 大ホール
［問］☎0973-25-5000

6/17（日）
［開演］①11:30 ②14:00　［終演］①12:30 ②15:00

別府市民フィルハーモニア管弦楽団
第25回定期演奏会

［出］指揮：後藤龍伸　クラリネットソロ：野田 祐介
［料］入場料（予定）：一般1,000円、
　　小・中・高校生500円（前売・当日）
［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

6/17（日）
［開演］14:00　［終演］16:00

DRUM TAO 2018 
RHYTHM of TRIBE 時空旅行記
公開リハーサル公演

［出］DRUM TAO
［料］5000円/全席指定 ※6歳未満入場不可
［所］パトリア日田 大ホール
［問］☎0973-25-5000

5/11（金）
［開演］19:00 ［終演］21：00

5/12（土）
［開演］15:00 ［終演］17：00

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

OITA
HALL
NAVI

Free Talk Class
大分県に所属する国際交流員と

お話しましょう♪

好評開催中！

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

方 応梅 さん

「国際交流員と話そう！」が1月より
定期開催になりました。外国語を
学びたい人や外国語で話したい人
など、どなたでも気軽に参加できま
す。4名の国際交流員と楽しくお話
ししましょう。

Free Talk Class
（3/2（金）撮影）～

1月から定期開催して
いる、大分県の国際
交流員を囲んでのフ
リートーク、この日は
ロンドン出身のバック
レイ・セーラさんが担
当でした。最初にセー
ラさんが自己紹介し、
「リラックスして、なん
でも聞いてください
ね」と語った後、9名
の参加者がそれぞれ

英語で、出身や職業、家族についてなど自己紹介しました。参加者は英語を話し
たい人や学びたい人、海外の文化を知りたい人など様々で、中には2019年ラグ
ビーW杯大分開催での語学ボランティアを目指している人もいました。

開催場所：おおいた国際交流プラザ
1/5●金

日本語登録ボランティア
スキルアップ講座2/10●土

国際理解講座5
ウェールズ編

世界ランキング7位の
ラグビーチームを有す
るウェールズについて
の知識を深める国際
理 解 講座。今回は
ウェールズ政府日本
代表事務所の岡田五
郎氏と、大分在住10
年になるウェールズ出
身の英語教師ケイ
ティ パスク氏がそれ
ぞれ、ウェールズの生

活文化やラグビーとの関係について講義し、ラグビーは、その歴史の深さから「国
技」ともいえるほど大切なスポーツであることが分かりました。簡単なウェールズ
語講座も行われたことで会場は終始にぎやかで、質問も活発でした。

開催場所：iichiko総合文化センター 中会議室 1
2/24●土

今回のスキルアップ講
座は、県内の日本語教
室や国際関係団体を
対象としました。講師
には多文化共生の先
進的な取組をしている
佐賀県から、地域交流
部国際課 多文化共生
コーディネーターの北
御門織絵氏を招聘。始
めに北御門氏による
佐賀県の紹介と在住

外国人と地域住民の現状、多文化共生の地域づくりのための具体的な取り組み
を事例とした講義が行われました。その後、今後の課題を参加者に考えてもらい、
みんなで共有するグループワークを行い、大分県でもできる直近の課題などを話
し合いました。

開催場所：iichiko総合文化センター 中会議室2

外国語図書無料配布

おおいた国際交流プ
ラザに寄贈された外
国語の中古本を無料
で配布する、1年に一
度のイベントが開催
されました。小説や美
術本、テキストブック、
マンガや文庫本のほ
か、子供向けの絵本
など、NGO団体や留
学生が寄贈した本が
435冊並べられ、10

時のイベント開始と同時に、みるみるうちに本がなくなっていきました。参加者
は、「いろんな言語の本があるのでびっくりしました。スペイン語が分かるので、
今日はスペイン語の本をもらいました」と嬉しそうに語っていました。

開催場所：おおいた国際交流プラザ
3/10●土

ドリアンが絶品！

マレーシアの屋台料理も
おいしい！

●中国語無料相談

4/12（木）・19（木）・26（木）、
5/10（木）・17（木）・24（木）、31（木）、
6/7（木）・14（木）・21（木）・28（木）

10：00-13：00毎週木曜

●タガログ語無料相談

4/17（火）、5/12（土）・ 15（火）、6/2（土）・ 19（火）
13：00-16：00毎月第1土曜、第3火曜

フルートの名手ジュゼッペ・ノヴァが
奏でるオペラの幻想
～イタリアの風にのって～

［出］ジュゼッペ・ノヴァ、土師さおり
［料］一般無料/全席自由 ※４歳以上入場可
［所］J：COM ホルトホール大分 １F 小ホール
［問］☎097-576-8877

4/28（土）
［開演］14:00　［終演］15:00

ホルト季節のプログラムvol.1 新緑コンサート

青いのぼりが
目印！

無 料 相 談

●在住外国人のための無料相談

4/18（水）、5/16（水）、6/20（水）
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

6/3（日）※5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］
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JICAボランティア2018年度春募集
青年海外協力隊、シニア海外ボランティア
https://www.jica.go.jp/volunteer/application/

○問  JICAデスク大分 ☎097-533-4021

～5/1（火）

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

4/11（水） 18：00～20：00

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

5/9（水） 18：00～20：00

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

6/13（水） 18：00～20：00

4 6APRIL JUNE 4月～6月のイベントと無料相談

大山町で
約28年ぶりの再会

Malaysia

※各無料相談日については変更になることがあります。

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

スタインウェイを
弾きませんか？

［料］1,000円（３０分）
［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

5/20（日）・21（月）
［開演］10:00　［終演］19:00

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの

［出］安藤玲奈、松見裕子、佐々木名央、高松修司、治田敦
［料］一般：2,800円 友の会またはお得なファミリー券
    （4枚以上）：2,400円※2歳以上有料/全席自由
［所］パトリア日田 大ホール
［問］☎0973-25-5000

6/17（日）
［開演］①11:30 ②14:00　［終演］①12:30 ②15:00

別府市民フィルハーモニア管弦楽団
第25回定期演奏会

［出］指揮：後藤龍伸　クラリネットソロ：野田 祐介
［料］入場料（予定）：一般1,000円、
　　小・中・高校生500円（前売・当日）
［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

6/17（日）
［開演］14:00　［終演］16:00

DRUM TAO 2018 
RHYTHM of TRIBE 時空旅行記
公開リハーサル公演

［出］DRUM TAO
［料］5000円/全席指定 ※6歳未満入場不可
［所］パトリア日田 大ホール
［問］☎0973-25-5000

5/11（金）
［開演］19:00 ［終演］21：00

5/12（土）
［開演］15:00 ［終演］17：00

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
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お話しましょう♪

好評開催中！

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。
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学びたい人や外国語で話したい人
など、どなたでも気軽に参加できま
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