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協会情報
※各イベントは、新型コロナウイルス感染防止対策をして実施します。また、参加される方は、以下の対策に
ご協力をお願いします。
●手指の消毒 ●マスクの着用 ●体温の測定(37.5度以上の発熱がないことを確認)
ミニミニ
◆会員限定 国際理解講座 受講者募集！
都城市国際交流員のソヨルマーさん(モンゴル)と ◆会員限定 Talk&Talk英会話サロン開催
都城市国際交流員のジョージさんとマンツーマン
銭さん(中国)が、日本語でそれぞれの国について紹
で、英語で会話を楽しみませんか。
介します。

Ⓐモンゴル編
日 時：
日 時： 令和2年12月15日(火)10：30～11：30
令和2年12月17日(木)
講 師： ソヨルマーさん
Ⓒ13：30～14：00 (30分間)
内 容： 講話：(モンゴルの文化紹介)
Ⓓ14：15～14：45 (30分間)
製作：(モンゴル風クリスマス飾り作り) 令和3年１月12日(火)
Ⓔ13：30～14：00 (30分間)
Ⓑ中国編
Ⓕ14：15～14：45 (30分間)
日 時： 令和2年12月16日(水)10：30～11：30
対
象：
MIA会員
せん けいぶん
シャンハイ
参加料： 無 料
講 師： 銭 慧文さん( 上 海 出身)
会 場： 都城市コミュニティセンター１階会議室
内 容： 上海の紹介
※通常のTalk&Talkと異なり、この会場では飲食で
きません。
ⒶⒷどちらの講座も
会 場： 都城市コミュニティセンター 2階研修室 定 員： 各１名
参加料： 無 料
対 象： MIA会員
定 員： 各講座15名(申込み多数の場合は抽選)

申込み：
①氏名、②連絡先(電話番号または E-mailアドレ
ス)、③参加希望日と時間を
電話あるいは、メールでお申込みください。
申込み：
お申込みは、お1人様1回のみで、申込み多数の場合
①氏名、②連絡先(電話番号またはメールアドレス) は抽選とさせていただきます。
③参加希望の国を第2希望まで、
申込締切： Ⓒ、Ⓓ、Ⓔ、Ⓕとも、12月8日(火)
電話あるいは、メールでお申込みください。
※受講決定者には、12月11日(金)までに電話あるい
申込締切： 12月7日(月)
は、メールでお知らせします。
※受講決定者には、12月10日(木)までに電話あるい 申込み・問合せ先： 都城国際交流協会事務局
は、メールでお知らせします。
電
話： ０９８６－２３－２２９５
申込み・問合せ先： 都城国際交流協会事務局
Ｅメール： mia@btvm.ne.jp
電
話： ０９８６－２３－２２９５
Ｅメール： mia@btvm.ne.jp

◆MIA NEWSに記事を書きませんか
過去の海外旅行記、海外留学体験記など、国際交流・
協力に関することを記事に書いてみませんか。1200字程
度で、写真1～2枚、文字数は1200字以下でもかまいませ
ん。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。記事を
書いてくださった方に、映画館シネポート様よりいただいた映
画のチケットを差し上げています。

◆｢外国人が見た宮崎｣(県国際交流協会主催)巡回展
県内在住の外国の方が｢宮崎｣をテーマに制作した
アート作品(写真、絵画、書道など)を展示します。
場 所： 都城市役所１階 市民サロン
日 程： 令和3年1月19日(火)～21日(木)
場 所： 三股町立図書館内展示コーナー
日 程： 令和3年1月27日(水)～29日(金)

(ミアニュース)
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圏域の人
このコーナーでは、在住の外国の方や、世界と関わる活動をされている方からの記事をご紹介します。

皆さん、こんにちは。

しいです。また、友達や親戚の家をまわるのも行事の一つ
です。

私の名前はනෙශාන් ගීරංග අනේසංහ
(ネシャーン ギーランガ アベ―シン
ハ)で す。スリランカから参り ました。
現在、南九州大学都城キャンパスで
環境園芸について勉強しています。
今は大学2年生です。2017年4月6
日、日本に入国しました。最初は千葉
5月にも大きな祭りがあります。御釈迦様が生まれ、悟
県の双葉外語学校で2年間日本語を りをひらいたこと、入滅をお祝いするために行われていま
勉強していました。そして、進学先とし す。この日に仏教徒は自分の家を綺麗に飾ったり、お寺
て南九州大学を選んで都城に来ました。
へ行ったりします。また、その日には、WESAK LANTERN
(ウェサック・ランタン)を作って、家を飾り、盛大にお祝いし
スリランカは南アジアの国で
ます。私も、子供の時、家を飾るために毎年作っていまし
す。地図で見るとインドの下にあ
インド
た。原料は竹なのでいつか時間があったら作ろうと思って
る小さい島国です。周りにある海
います。
はインド洋という海です。スリラン
スリランカ
カの面積は65,610㎢です。だい
たい九州の二倍ぐらいの大きさ
です。首都はスリ・ジャヤワルダ
ナプラ・コッテです。日本のように春、夏、秋、冬という四
季はありません。一年を通して30度ぐらいの気温です。
シンハラ語とタミル語と英語が主な言語として使われて
います。宗教は、国民の70％ぐらいが仏教徒です。そし
て、キリスト教徒、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒もいます。
〔事務局より〕
名前の文字が見えにくいかもしれませんので、
スリランカでもお正月はありますが、日本のお正月と
下に拡大しています。
違って4月に行われています。お正月の時、伝統的なお
菓子を作ったり、伝統的なスポーツをやったりするのが楽

නෙශාන් ගීරංග අනේසංහ

｢モンゴル人の色彩感覚」
～都城市モンゴル国際交流員 ソヨルマーさんによるモンゴル紹介～
色彩感覚は、それぞれの国の特徴を一番表しているの
白といえば、モンゴル人が最初に思いつくのは動物の乳
ではないかと思います。古代から遊牧民の文化を営んで です。食生活の中で、乳製品は重要な役割を果たすこと
いるため、母国モンゴルの色彩の特徴は、大自然を意識 から、乳製品の総称として”白いご馳走”と表現します。清
した色合いを好み、日常生活に取り入れています。
明で明るく、親切さと優しさのシンボル色と言われていま
す。
モンゴル人の最も好きな色は、モ
ンゴリアンブルーとも呼ばれている青 赤は、炎を意味し、常に上向きに繁盛すること、勝利と
です。アジアの高原に位置し、一年 強さのシンボルとなっています。
の230～260日晴れていると言われ
るモンゴルの青空を想像させる色と オ レ ン ジ 色 は、安 定 感 が
も言えます。また、永遠で無限の世 あって平和で幸福が溢れる
界を意味することや、名誉を呼び寄 色と言われています。モンゴ
せ信頼感を築き上げる色として親し ルの伝統的な住まいゲルの
まれています。
家具は、オレンジ色をベース
に伝統的な模様を描いて作
緑は、大自然をイメージする色として大切にしています。 ります。
家具や民族衣装などの装飾模様に緑色を使うことが多い
です。
茶色は、土の色と言われ、安定した基礎や丈夫で頑丈

(ミアニュース)

なことのシンボルです。
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のです。同じモンゴル人であっても、遊牧民が使う家畜の
色を町の人がよくわからないこともあるぐらいです。

黄は、全てを照らす太陽の色であるため、人間の精神
を照らすと言う意味合いから知恵の色、幸せの色と言わ 日本の生活の中では、モンゴルにない色と出会うことも
れています。
多くあります。例えば、日本に来て初めて紅葉色を見まし
た。秋が短いモンゴルでは、葉っぱは黄色く(ゴールデン
モンゴル語ならではの色に関する単語といえば、家畜の 色)なったら落ちてしまいます。日本の伝統色を、和食を
皮の色で家畜を識別する際の単語が非常に興味深いも 通して勉強するのも大好きなことの一つです。

◆先月号掲載のトリビアクイズの答え

⑤ハリカルナッソスのマウソロス霊廟、
⑥ロドス島の巨像、⑦アレクサンドリアの大灯台』で、
現存しているのは 『１つ (①)』
Q3. 英語のアルファベット27字目は 『＆』
Q4. 競技に使うダーツ盤で、20番の右にあるのは 『1』
Q5. 惑星で神話に由来していないのは 『地球』

Q1. モンゴル語のキリル文字は 『35文字』
Q2. 「世界の七不思議」は、
『①ギザの大ピラミッド、②バビロンの空中庭園、
③エフェソスのアルテミス神殿、
④オリンピアのゼウス像、

編集部より
店頭に並ぶ食材に季節感がなくなったと言われますが、やはり旬のも
のは旬の時期に食べるほうがより美味しく感じます。特に秋から冬にか
けて旬を迎えるものって、なんでこんなに美味しいのでしょうね。ナス、
しめじや舞茸、椎茸、秋鮭にサンマ…食べ過ぎないよう節制しているの
に、誘惑が多すぎて困ります。
[池田]

どたっぷり入れたのに、なんと味わった甘さは以前注文していた時の
「微糖」と全く同じです。ただ本当に匂いも香ばしくて味もとても濃厚でお
いしかったので、今後も飲みたくなったらどんどん作っていくかもしれま
せん。やばい、これで糖分取り過ぎの邪悪の扉を開けてしまった気がし
ます。
[銭]

【前号からの続き】ゲームオーバー
家族で楽しむテレビゲームが、今は、屋外に持ち出して遊べるゲーム
に変化しているのにびっくり！！ 前に話したゲームウォッチやゲーム
ボーイ、ＤＳなども屋外で遊べますが、今は、インターネット等を通信媒
体とし、離れたところにいる友達とでも会話しながら遊べるんだそうで
す。時代の変化についていけません…
でも、あれ、考えてみれば、自分の学生時代。学生寮にあるピンクの
電話で、親に連絡を取るため、順番を待っていたあの頃…を考えれ
ば、今は、他県で暮らす娘とテレビ電話で話すこともありますね。一応、
時代の産物を利用していけてはいます。
最近の流行りのゲームなどの名前を聞いてもチンプンカンプンですの
で、もうすっかり、「ゲームオーバー」ってことなんでしょうね！
[西畑]

「Word Wheel」のクイズ、どうでしたか？単語を全部、見つけられまし
たか？英語圏の方でも、半分以上分かればすごく良い結果ですので、
安心してください！では、先月の「Word Wheel」から作れる単語、紹介
します！
HALLOWEEN, ALONE, HELLO, WHALE, WHEEL, WHOLE, AEON,
ALOE, ANEW, HALE, HEAL, HEEL, HELL, HEWN, HOLE, HONE,
LANE, LEAN, LONE, NOEL, WANE, WEEN, WELL, WHEN.
では、来月は何のクイズにしましょうか？楽しみにしていてください！
[ジョージ]

週末に子ども達とバドミントンをやってみました。日頃の私の小言への
恨みを発散させたい子ども達と対戦し、右へ左へ走らされ、ひどい目に
会いました。翌週は全身が筋肉痛で２度辛い思いをする羽目になりま
した。日頃からの体を動かすことの大切さを痛感しました。…と言いつ
つ、行動しない自分にちょっと自己嫌悪です。
[山内]

我が家はお休みの日に天気が良いと、布団や毛布の天日干しをしま
す。寒い夜にフカフカの布団で眠るのが楽しみだからです。
ただし、特に毛布を取り込むときには気を付けることがあります。それ
は「静電気」です。
夏場はほとんどないのですが、今からの時期にはよくあることです。フ
カフカの毛布を取り込もうとすると、「ばちっ！」。毛布を取り込んでサッ
シの網戸を閉めようとすると、「ばちっ！」。重なった毛布を離そうとする
と、「ばちっ！」。しまいには汚いですが、指を「なめなめ」してからサッシ
の網戸を閉めたり毛布に触れたりすることになります。(指先が濡れてい
ると静電気が意外と起きませんよ。)
さ ら に、車 で 出 か け よ う と し て ド ア を 開 け よ う と す る と、「ば
ちっ！」・・・。
今からますます乾燥する季節になると静電気が頻繁に起きますが、
それにも負けず暖かい布団で眠ることを求める私です。
[田中]

今月の2日から11日まで、都城市役所1階の市民サロンで友好交流
都市パネル展示会を開催しました。モンゴルへ観光で行かれた方、モ
ンゴルに住んでいた方、親戚やお友達がモンゴルへ行ったという話をし
てくれる方などたくさん来てくださって、モンゴル話で盛り上がった日々
でした。市内に住んでいるモンゴル人も来てくれました。また、ぜひモン
ゴルへ行ってみたいという方々もいました。友好交流都市パネル展示 毎年末にスロベニアの友人からカレンダーが届きます。10年位になり
に、来てくださった皆さん、ありがとうございました。
[ソヨ] ますが、祝日が違うのでカレンダーとして使ったことはなく、掲載されて
いる風景写真を楽しむために飾っています。今年の6月、このカレン
中国のドリンクショップや屋台でいつも飲んでいたミルクティーが恋しく ダーで父の日を確認したら、1週早く贈り物をしてしまいました。
て、先日自宅で作ってみました。茶葉と砂糖を炒める作業から始め 月曜日始まりで、祝日以外、日曜日も黒に近いグレーで書かれてい
て、あとは水とミルクを順に入れて混ぜるだけで出来上がりという簡単 るカレンダーには今でも慣れないので、せめて、スロベニア語の曜日は
な作り方です。びっくりしたのは砂糖を「これ致死量じゃないの」と思うほ 理解できるように頑張りたいと思います。
[迫田]

