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平成29年理事会・総会開催
1月27日（金）に、平成29年の理事会および総会を行いました。総会では、
平成28年の事業報告および決算、平成29年の事業計画および予算等につい
て審議しました。
以下、
本年の主な事業について抜粋して紹介します。

都市間交流事業
第15回サウサリート市短期留学生受入

期間：7月下旬〜8月中旬
内容：歓迎会、さかいで大橋まつり、日本
文化体験、学校訪問等

高校生10名程度を受入し、市内でのホームス
テイや、様々なプログラムを通して会員や市民
との交流を行う。

サウサリート市の児童・生徒の作品展示
上記、留学生の受け入れに合わせて、
サウサリ
ートの児童や生徒による図画等の作品を展
示し、文化交流を図る。

地域国際化事業
地域国際化のためのイベントおよび講座

異文化理解イベント、国際理解講座等に加えて、
外国語の習得を目的とした講座を新設する。

在住外国人のためのイベント

坂出市近郊に在住する外国人に、坂出や日本につい
てより深く知ってもらうためのイベントを新たに
開催する。

外国語としての日本語教室

在住外国人が日常生活に必要なコミュニケーション
を日本語で行えるよう支援する日本語教室『にほん
ご＠坂出』を開催する。

国際交流ボランティア に参加してみませんか？
国際交流ボランティアとして、
①日本語ボランティア、
②通訳・翻訳ボランティア、
③ホストファミリーボランティア、
④文化・イベントボランティアの４つの制度を設けています。
様々な行事やイベントを行うにあたり、より多くの方々にご
協力をお願いしたく、
ボランティアの登録要件を緩和しました。
国際交流ボランティアに興味がありましたら、事務局までお気
軽にお問い合わせください。

【主な改正点】
☑ 年齢を高校生以上に引き下げました。
☑ サウサリート市短期留学生受入時だけでなく、協会が行うイベ

ントや講座でもお手伝いいただけるよう、文化・イベントボラン
ティアを設けました。
☑ 通訳・翻訳ボランティア登録の際の、語学の資格取得要件をなく
しました。

日本語ボランティア入門講座
日 時 ４月１６日（日）および２３日（日）
9:30〜11:30

※２回の連続講座

場

所

坂出合同庁舎 4階大会議室

講

師

山下

対

象

在住外国人支援や外国人への日本
語教育に関心のある方

定

員 ２０名程度（市広報４月号で募集します）

知美先生

資格・経験は不問
受講料

無料

日本語教育の基礎を学びます。受講して、
「実際に外国
人に教えたい！」という方は、日本語ボランティアとして
活動してみてはいかがでしょうか。
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ハッピー ハロウィーン
異文化理解イベント

【日時】平成28年10月29日（土）【場所】坂出市民ふれあい会館・商店街

in 坂出

穏やかな秋空の下、プリンセス・モンスター・
ドラキュラ・魔女・アニメのキャラクター等々、
思い思いのコスチュームで仮装した子ども達
98名とその保護者が集まって、すっかり秋の
定番行事となったハロウィーンを満喫しました。
タイラー ボイヴィン先生（カナダ出身）と
キース リー先生（ニュージーランド出身）と一
緒に、ジェスチャーのものまねをしながら、ハロ
ウィーンにちなんだキャラクターを英語で学び
ました。先生方の迫力あるものまねに最初は
タジタジだった子ども達も、楽しい音楽に合わ
せて自然と体を動かすことができました。その
後、覚えたての英語を使ってゲームを楽しみ、
真っ暗なお化け屋敷に勇気を出して挑んだ後
は、強そうなスヌーピーに扮した綾市長が登場
し、仮装大賞の発表を行いました。
そして、
いよいよお待ちかねの『 トリックオア
トリート』に出発です！商店街を多くの仮装し
た子どもたちが練り歩く姿に、ご協力いただい
たお店や施設の方々も、ハロウィーンの雰囲気
を楽しんでいただけたようです。ゴールに辿り
着く頃には、持っていた袋がお菓子でいっぱい
になり、子ども達はご満悦の様子で、最後の
ゲーム『 アップルボビング（手を使わずに水に
』を楽しみました。
浮かべたリンゴを取るゲーム）

Facebook
はじめました！

会員や市民の方との新たなコミュニケー
ションの手段として Facebook を開設
しています。協会のさまざまな取り組み
や、講座・イベントなどの開催情報を発信
していきます。
みなさまの「いいね！」をお待ちしており
ます。ぜひチェックしてみてください。
坂出市国際交流協会 Facebook で検索！
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募

集

外国語講座

やさしい基礎英語（4月期）
日 時

４月１３日〜７月１３日の毎週木曜日 計１３回

（5/4日は休み）

13:30〜14:45
（75分間）
場

所

坂出市勤労福祉センター

講

師

ジョン ワトソン先生（カナダ出身）

定

員

１５名

受講料

※申込先着順

個人会員とその同居家族、団体会員 7,000円
一般 10,000円

申

込

※テキスト代別途

３月７日
（火）受付開始 事務局に電話かメールで

英語を基礎から学んでみませんか？
４月期・９月期・１月期と年間を通して英会話講座を開講します。

国際理解講座

国際理解講座

魅惑の味・トルコ料理

マレーシアのスイーツ作り

日時：平成 28 年 12 月 21 日（水）
場所：四国電力（株） 坂出営業所 ふれあいサロン

日時：平成 29 年 2 月 10 日（金）
場所：四国電力（株） 坂出営業所 ふれあいサロン

トルコで新婚時代を過ごしたイスマイル カバックさん
（トルコ出身）と、阪根 麻里子さんご夫婦を講師に、世界
三大料理のひとつに数えられるトルコ料理に挑戦！
数あるトルコの美味しいものの中から、
『ピーマンの
ドルマ（肉米詰め）
』
『
、クスル（ひき割り小麦のサラダ）』、
『エルマルクラビエ
（りんごのクッキー）』を作りました。
ボリューム満点でしたが、チャイを飲みながらのお喋り
が大好きな人が多いトルコでは、お茶請けとして親しま
れている料理です。
試食の時には、はるばるトルコから持ち帰った２段
ヤカンが登場し、本格的チャイとともに、トルコの観光
地や講師のお二人の馴れ初めなど、楽しいお話に花が
咲きました。

アルビアナ グシビさん（マレーシア出身）を講師に招
き、
『ブブルチャチャ
（ココナッツミルクに豆や芋などを
入れたもの）』と『クイリダ（小麦粉をこねて油で揚げた
パイのようなもの）』を作りました。
アルビアナさんは、オイスカ四国研修センターで食品
加工の指導をしているという事もあり、料理を教える
のはお手のもの。複雑な工程も、流暢な日本語と明るい
笑顔で、時には冗談を交えながら優しく教えてください
ました。
試食タイムには、民族衣装を着たアルビアナさんの
文化紹介がありました。マレーシアの話を聞きながら、
ココナッツミルクやタピオカに南国の雰囲気を感じ、
穏やかな時間を過ごすことができました。

語学講師紹介登録制度 をご存知ですか？
協会では、語学講師の登録および紹介制度
を設けています。語学を教えたいという方に
登録していただき、協会団体会員や公共的団
体から依頼があれば、登録講師として紹介する
制度です。
随時、登録講師を募集するとともに、講師を
紹介してほしいという団体会員や公共的団体
の依頼を受け付けています。語学講師として
活躍したい方、社員向けの語学研修等の講師
探しにお困りの方、お気軽に事務局までお問
い合わせください。

【登録から紹介までの流れ】

登録希望者
①申込書
面談

登録講師
②登録可否
決定通知

坂出市国際交流協会
③ 紹介依頼

⑤詳細を
話し合い

④登録講師
の紹介

協会団体会員・公共的団体
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学習者さんのお国紹介「韓国」
日本語教室『にほんご＠坂出』に通う学習者さんお２人に、出身の韓国に
ついて話をしてもらいました。

私たちは韓国の釜山から来たシンとキムと申します。造船所で
船舶設計をしています。
韓国の料理について話したいです。
みなさんは、
参鶏湯
（サムゲタン）※１を食べたことがありますか。
いつ食べると思いま
※２
すか。
韓国では三伏
（サンボク） に食べます。
夏の暑い時期ですから、
健康にいいもの
を食べる必要があります。
この時期は、
会社で参鶏湯を食べるところもあります。
参鶏湯
には朝鮮人参やナツメなどを入れるから、
元気になります。
※1 鶏まるまる一匹を、
薬膳の具材と一緒に煮込んだ温かい鍋。
※2 夏至から３番目の庚の日を初伏、
４番目を中伏、立秋後の最初の庚を末伏といい、この３日を指す。
日本語ボランティアの感想 「日本で土用の丑の日にウナギを食べて夏の暑さを乗り切るのと似ていますね。」

募集

子ども国際理解講座

英語に親しむ・イースターマフィン

異文化理解イベント

ハッピー イースター in 坂出

日 時

３月29日
（水）10:00〜12:00

日 時

4月5日
（水）9:00〜11:30

場

所

坂出市中央公民館

場

所

坂出市勤労福祉センター

講

師

コーリ ジョウセフ先生（イギリス出身）

対

象

満５歳児〜新小学６年生

対

象

小学生〜高校生

定

員

５０名 ※申込先着順

定

員

２０名 ※申込先着順

参加費

一般 600円

一般 600円
申

申

込

３月3日
（金）受付開始
事務局に電話かメールで

３月3日
（金）受付開始

込

事務局に電話かメールで
イギリスに古くから伝わり、
イースターの時期によく
作られるスイーツに挑戦します。料理を楽しみなが
ら、英語を学んでみませんか？

坂出市の外国籍住民数
籍

たまごやウサギをモチーフにした
ゲーム、イースターに欠かせない
エッグカラーリングやエッグハント
を、みんなで楽しみましょう！

編集後記

（2017年2月）

国

個人会員とその同居家族 300円

個人会員とその同居家族 300円

参加費
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募集

人

数

ベトナム

139 人

中国

120 人

フィリピン

87 人

インドネシア

74 人

ラオス

42 人

タイ

42 人

他２0か国

110 人

合 計

614 人

外国語講座として、４月より英会話の定期講座を行います。これは、
昨年、姉妹都市交流員が行った英会話講座の参加者の方々から、
「続
けて英語を勉強したい。」
「また講座をしてほしい。」といった多くの
ご意見を受けての事です。協会では、これからも会員や市民の皆様と
共に、国際交流や多文化共生社会の実現に取り組んでまいりたいと
思います。ご意見・ご感想等ありましたら、お気軽にお寄せください。

編集・発行
坂出市国際交流協会事務局

〒762-8601 香川県坂出市室町二丁目３番５号（坂出市秘書広報課内）
Tel：0877-44-5000 Email：kokusai@city.sakaide.lg.jp

