
　5月20日に日田市中津江村で駐日大使館主催のカメルーン共和国
National Day（46th統一記念日）が開催されました。外国大使館のNational 
Day（国家記念日）が東京以外で開催されることは極めて稀であり、今回の大
分県日田市開催は中津江村とカメルーンの深い絆によって実現したもので
す。2002年にサッカーワールドカップカメルーン代表チームのキャンプ地と
なり全国的に有名となった中津江村とカメルーンの交流は連綿と続き、昨年
には地元企業主体の「大分－カメルーン共和国友好協会」が設立されました。
財団・国際交流プラザはこの交流を支援してきたことから、来県したピエー
ル・ゼンゲ カメルーン駐日大使は15日に財団を表敬訪問し照山専務理事と
県とカメルーンとの一層の友好・連携を協議しました。15日の大分－カメルー
ン共和国友好協会総会、16日～18日のカメルーン展示会、19日の大使日田
市表敬訪問を経て、20日のカメルーンNational Dayは日田市中津江村鯛生
スポーツセンターに招待者・関係者・住民約200人が集い、中津江の子どもた
ちの歓迎イベントの中、盛大なものとなりました。国際交流プラザはJICAデス
ク大分とともに一連のイベントに参加・協力しました。

カメルーン共和国National Dayを県内で開催 
01News

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

「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

とは？

　FREE TALK CLASS型で語学ボランティアに活躍してもらえるよう、「語
学トライアル」事業を４月に始めました。以下の取組など、これらも様々な言
語で実施する予定です。

語学トライアル 新規展開！ 
03News

　今年１月から、県民の「ネィティブと話したい」との要望に応え、県の国際
交流員が県民と交流するため、FREE TALK CLASSを開催しています。
日本人だけでなく外国人も参加するなど盛況が続いています。内容は担当す
る国際交流員と参加者で多様なものとなっています。参加目的も様々。みん
なで仲良く話してみませんか？

続報 『FREE TALK CLASS』好評開催中！

　4月25日・26日に駐日英国大使館ウェールズ政府日本代表事務所の中嶋代表と小堀
上級外務担当官が来県・来館しました。ウェールズ政府とは2月24日プラザ開催の国際
理解講座｢ウェールズ編｣に同事務所の岡田上級外務担当官を講師にお招きし連携を始
めました。3月に財団照山専務理事が在京英国大使館を訪問・説明した財団の教育普及
事業に関心を持ち、今回の中嶋代表の来館協議となりました。代表一行は、RWC大分会
場の視察のあと来館し美術館で担当職員・学芸員の説明を受けました。中嶋代表は財団
との多面的な連携に合意し、6月末のウェールズ人美術作家の来館、7月初めの広瀬知事
訪欧・ウェールズ訪問に結びつくものとなりました。

英国ウェールズ政府日本代表来館
02News

　5月25日~28日に、韓国光州広域市に所在する光州文化財団が来県・来館し、26日
15時半～17時、iichiko総合文化センター1階アトリウムプラザで、本県在住者の邦楽・
舞踊を組み合わせ、公演交流・日韓文化交流OASISステージを行いました。（下欄にプロ
グラム）
  大韓民国光州広域市は人口約150万人・面積は大分市と同規模、韓国の南西部全羅
道の中心都市。光州文化財団は市条例に基づく財団で、施設の管理運営の他、伝統音
楽等の芸術文化振興事業に取り組んでいます。大分県芸術文化スポーツ振興財団と光
州文化財団と平成24年12月以来3度の相互訪問を経て、今回の伝統音楽・舞踊公演
交流となりました。
　国際交流部門を持つ当財団としては、国外の類似団体と継続的な連携関係を持つこと
は人材育成の面等で効果が大きいことから、公演団の派遣など積極的な連携を進めます。

韓国光州文化財団音楽団が交流公演・
日韓文化交流OASISステージ

04News

5/12「韓国語教室」
「日本との懸け橋になりたい」という
韓国人ボランティアが担当しました。
参加者は韓国語の既修者が多く、韓
国のアニメ・早口言葉など様々なスキ
ルで一人ひとりが楽しく学んでいまし
た。個別学習を希望する参加者もい
ました。

4/21「基礎のスペイン語」
来年のRWC大分会場にウルグアイ
代表が来県することからスペイン語
の学習希望がありました。プラザ登
録語学日本人ボランティアが担当を
快諾し、10人を越える参加者が集ま
りました。定期開催の要望が多く寄せ
られました。

テグム（横笛）ソロ 「チャジンハンニプ」

韓国舞踊・太鼓「プチェサンジョ」

日本舞踊「長唄・七福神」

アジェン（琴）「アジェンサンジョ」

和琴・尺八「上弦の月」・「鳥のように」

パンソリ（歌・鼓）「サランガ」

鶴崎おどり「左右衛門」・「猿丸太夫」

サムルノリ（太鼓・鼓・鉦）
「アンズンバン・サムルノリ」
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演目等№ 演　者

キム・ヒョンソク

ソ・ジヨン

花柳知香之祥

ジン・ソギョン／キム・ジュンヨン

西 真地咲／松本 峭山／西 佳之介

パン・スジ／キム・ジュンヨン

鶴崎おどり保存会

キム・ジュンヨン／ハン・ジョンミン
キム・ジェフン／キム・ハンソル

※各無料相談日については変更になることがあります。

●中国語無料相談

7/5（木）・12（木）・19（木）、
8/2（木）・9（木）・23（木）・30（木）、
9/6（木）・13（木）・20（木）・27（木）
※7/26と 8/16はお休みします。

10：00-13：00毎週木曜

●タガログ語無料相談

7/ 7（土）・1 7（火）、 8/4（土）・21（火）、
9/1（土）・18（火）

13：00-16：00毎月第1土曜、第3火曜

無料相談
●在住外国人のための無料相談

7/18（水）、8/15（水）、9/19（水）
13：00-16：00

※日本語・英語以外の方は2日前までの予約制

毎月第3水曜

7/1（日）、8/5（日）、9/2（日）
13：00-16：00

※日本語・英語以外の方は2日前までの予約制

毎月第1日曜 ［ライフサポート主催］

7月～9月のイベントと無料相談
Event Schedule

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

7/11（水）、8/8（水）、9/12（水）18：00～20：00

ラオス写真展＆珈琲
9/6（木）～9/18（火）12：00～19：00

○所 suzunari coffee（臼杵市野田持田120）
ラオスの写真展を開催。期間中、ラオス珈琲を限定で提供予定。

映画「THE TRUE COST
～ファストファッション 真の代償～」上映会

8/5（日）15：00～17：00（予定）

○所 iichiko総合文化センター地下1階 映像小ホール
○問  JICAデスク大分 ☎097-533-4021

「ファッションを通して考える私達と世界のつながり」を
テーマに、ファッションの裏側でおきている問題を知る。
ドキュメンタリー映画の上映会を行います。

アジアの国々の写真、布、民族衣装を展示。昨年好
評だったアカ族のコーヒーも限定で提供予定です。

アジアンマーケット
7/1（日）～7/10（火）12：00～18：00

○所 tohka（大分市弁天3-5-25）
○問  JICAデスク大分 ☎097-533-4021

国際理解講座② アメリカ編  
7/21（土）14：00～16：00

○所 iichiko総合文化センター地下1階 映像小ホール
○問  おおいた国際交流プラザ ☎097-533-4021

七夕フェスタ 2018 
国際交流団体パフォーマンス

8/4（土）16：00～1 7：00

○所 iichiko総合文化センター 地下1階 アトリウムプラザ
○問  おおいた国際交流プラザ ☎097-533-4021

国民文化祭で
世界の大茶会を開催

　10月6日～11月25日に県
内で開催される第

33回国民文化祭おおいた20
18の財団事業の一

環としておおいた国際交流プ
ラザでは、世界の

大茶会「お茶とスイーツ」を
実施します。期日は

10月27日（土）・28日（日）
、場所はiichiko総合

文化センター1階アトリウムプ
ラザ。中国・インド

ネシア・イギリス・ドイツ・カメ
ルーン・アメリカ・

グアテマラなど世界10数ヶ
国・地域のお茶・コ

ーヒーとスイーツを紹介・販売
します。
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33回国民文化祭おおいた20
18の財団事業の一

環としておおいた国際交流プ
ラザでは、世界の

大茶会「お茶とスイーツ」を
実施します。期日は

10月27日（土）・28日（日）
、場所はiichiko総合

文化センター1階アトリウムプ
ラザ。中国・インド

ネシア・イギリス・ドイツ・カメ
ルーン・アメリカ・

グアテマラなど世界10数ヶ
国・地域のお茶・コ

ーヒーとスイーツを紹介・販売
します。
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