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第15 回サウサリート市短期留学生受入（Ｈ29.7.29〜8.9）
第15回の受入となる今夏は、姉妹都市サウ
サリート市よりジョアン・コックス副市長他
3名と留学生14名の総勢18名が坂出を訪れ
ました。
期間中には、ホームステイをしながら、日本
文化の体験や、日本語教室やシーカヌー、大橋
まつりでの総おどりなど、様々なプログラム
を通じて、貴重な経験をするとともに、小学
生や高校生など多くの方々との交流を図り、
親睦を深めることができました。

日本文化の体験は、恒例の茶道、華
道、書道、折り紙に加え、今回は新
たに浴衣の着付けや和三盆づくり、
篆刻印づくりにも挑戦しました。

坂出滞在の最終日には、台風の影響により
全ての行事を中止とする中、さよならパーティ
ーだけでも！という熱い思いから、急きょ開催
することになりましたが、バンドに歌にダンス
にと大いに盛り上がりました。
約10日間という短い期間ではありました
が、留学生たちは、ホストファミリーの皆さん
をはじめ坂出の皆さんたちとの充実した時間
を過ごし、かけがえのない思い出を胸に、元
気に帰国の途につきました。
来年度は、姉妹都市提携30周年という節
目の年を迎えます。このたびの交流を通し、
両市の友好の絆をさらに強めることができま
した。
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野坂ファミリー＆フィリップ

佐藤ファミリー＆アルヤ

佐藤ファミリー＆ハレー

石井ファミリー＆カリン

ホストファミリーと
留学生の紹介

Host Families & Exchange Students 2017
猪熊ファミリー＆シンクレア

石井ファミリー＆リース

阪根ファミリー＆スカイ

山地ファミリー＆ミランダ

竹内ファミリー＆カイリー

新名ファミリー＆パイパー

中西ファミリー＆アロン

阿河ファミリー＆グレイソン

永安ファミリー＆マヤ

山本ファミリー＆リビー

ホストファミリーからメッセージ
阪根ファミリー

阪根 麻里子
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サウサリートからの留学生と過ごし
た10日間は毎日が笑顔に溢れていま
した。ある日はすき焼きパーティ、ある
日は一緒に餃子作り。またある日はう
どんや回転寿司を食べに行き、日本の
グルメを一緒に楽しみました。彼女は
果敢にも納豆や梅干し、漬物などの日
本らしい味覚にも挑戦。特に日本の味
噌汁をとても気に入ってくれました。
また、折り紙やクラフトを使った絵手
紙を一緒に作り、日本語の文字や判子
などでデコレーションした日本らしい
工作を楽しんだ日もありました。
丸一日一緒に過ごせる週末にはBBQ
を楽しんだり、浴衣を着て祭りを見に行
ったりしました。汗をいっぱいかいた後
は、一緒にスーパー銭湯へ。裸で入る大
浴場には抵抗があるかと心配しました
が、すごく気に入ってくれたようでした。
日本らしい文化を紹介しながら彼女
と過ごす日々はとても楽しく、あっと
いう間でした。また彼女からも恩返し
にと、アメリカンパンケーキを焼いて
くれたことも嬉しかったです。留学生
との日々はこの夏最高の思い出です。
私たちの家族の一員になってくれてあ
りがとう。彼女との出会いに感謝する
と共に、姉妹都市サウサリートがぐっ
と身近な存在になりました。

石井ファミリー

石井 真実

この夏とても素敵な思い出ができま
した。子供たちに視野を広げてもらう
ためにホストファミリーをしました。
ホテルに迎えに行く途中、不安と期待
が入り混じっていました。バスが到着
して名前の紙をかざしていると、笑顔
のひときわ素敵なリースがやってきた
瞬間、不安が消え、会えた喜びで胸が熱
くなってきました。スマイルリースと
名付けたいほど、いつも笑顔で彼がい
るだけで家族みんなが癒され、笑顔に
させてくれる男の子でした。
家族みんな知っている単語でジェス
チャーをしたり、ゆっくり日本語で言
ったりすると、彼もそれに応えて辞書
を使ったり、ジェスチャーをして、笑い
あり、感動ありのコミュニケーション
がとれました。
今回のホストファミリーで人との出
会いの素晴らしさ、大切さを学ぶこと
ができ、本当に宝物になりました。これ
から先、この体験が子どもたちにとっ
て、いろんな場面でよいほうに導いて
くれると思います。リースに会えて、
よ
かったです。ありがとうございました。

山本ファミリー

山本

綾

母親である私が若い頃に経験したホーム
ステイ。その時の家族と過ごした心温まる経
験が忘れられず、いつか自分もという夢をこ
の夏、十数年越しに叶えました。
リビーとの最初のぎこちなさもカードゲ
ームですぐに打ち解けました。アメリカでは
誰かが勝つとそこでゲームセット。最下位を
決めず、ただひたすら1番を目指すスタイル
に大人も子供も夢中になって遊びました。
暑い夏。彼女の体調にも気を配り、エアコ
ンで痛めた喉の為に喉飴を買い求めながら、
最初は楽しい、嬉しい気持ちだけだったのが、
大事な娘さんを預かっているという責任感も
湧いてきて、私達夫婦が今は彼女の父ちゃん
であり母ちゃんなんだと身の引きしまる思い
がしました。子供達ともよく遊んでくれ、家族
で楽しい時間を過ごしました。ご飯やパン、シ
リアルといろいろ試した朝食は「ふりかけが
No.1だったよ」と最後の日の予想外の感想に
皆で大笑いしたのも良い思い出です。
お別れの時、寂しくて子供たちも泣いちゃ
って、言葉ではなく心だとしみじみ思いま
した。自分達の当たり前が一歩外に出ると
当たり前ではない事に気付き、彼女が帰国
した後も、行ったことのないサウサリート
へ想いを馳せるという心の豊かさを得るこ
とができました。そして、同じホストファミ
リーとして、声をかけあい、助けて頂き、ホ
スト同士での新たな出会いもあり、素晴ら
しい経験をさせていただきました。本当に
ありがとうございます。

ハッピーイースター in 坂出
平成 29 年 4 月 5 日（水）
坂出市勤労福祉センター

春、卵、うさぎ、キリストの復活ときて思い浮かぶの
は「イースター」！日本でもかなり浸透してきました。協
会では今年、クリスティーナ先生とコウリ先生を講師にイ
ベントを開催しました。参加した 49 名の子どもたちは、
イースターエッグ作りやサックレースなど、アメリカでイ
ースターの時期に親しまれている遊びを中心に、春の風物
詩を楽しみました。

子ども国際理解講座

英語に親しむ・イースターマフィン
平成 29 年 3 月 29 日（水）坂出市中央公民館

イースターの文化にもっと親しもう
と、香川県国際交流員のコーリ先生と
イギリスのシムネルマフィンを作りま
した。珍しいスパイス
をたくさん使ったので、
焼きあがったマフィン
に思わず「いい匂い〜」。

♬
春爛漫！

♪

国際理解講座

タコス＆タコライス作り
平成 29 年 5 月 25 日（木）四国電力㈱ ふれあいサロン

アメリカ出身
で坂出市在住の
ケビンベネット
さんに、ベネット
家流タコライスと、元々はメキシコ
料理であるタコス作りを教わりました。手軽で見栄えする料理
に、手作りバージンマルガリータがよく合い、気分はメキシカン
アメリカン♪

♬

坂出お花見ツアー
for 在住外国人
平成 29 年 4 月 2 日（日）

外国出身者を対象に、坂出市内のお
花見ツアーを行いました。想定外に桜
の開花が遅く、お花見疑似体験となり
ましたが、場所によっては膨らみかけ
た蕾も見られ、雰囲気を楽しんでもら
うことができました。
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毎週日曜日、大橋記念図書館で午後 2 時～3 時半に開催している日本語教室「にほんご＠坂出」の様子
をご紹介します。日本語ボランティアの皆さんが、できるだけ参加者の希望に寄り添いながら、工夫して
教えてくれています。ご協力いただけるボランティアを随時募集しています。

外国語講座
今年の4月から英会話講座をスタートしました！中学生レベル
から始めたい方向けに「やさしい基礎英語」を、中級者向けに
「英会話トレーニング中級」
を開催しています。参加者の皆さん
は、真剣に、時には頭をかきむしりながら、楽しむ心も忘れずに受
講しています。嬉しいことに9月期は満員ですが、来年1月期も引き
続き実施予定なので、興味のある方は是非お問合せください。

今年も秋の異文化理解イベント、
「ハッピーハロウ
ィーン in 坂出」を開催します。是非ご応募下さい！

日 時 10 月 28 日（土）

1部 9:30 ‑ 11:20
2部 10:30 ‑ 12:20

場 所 坂出市民ふれあい会館
対 象 1部、2部ともに満3歳児〜小学生
各50名 ※未就学児は保護者同伴

申 込 下記事務局に電話かメールで。

※10月10日（火）申込締切
※応募者多数の場合抽選
※必要事項はお名前・ふりがな・
学年(未就学児は年齢)・郵便番号・
住所・電話・ご希望の時間

費 用 会員300 円

情報な
ことやイベント
ボランティアの
さい！
だ
く
て
クしてみ
ど、是非チェッ

坂出市の外国籍住民数
（2017年9月）

国

人

数

ベトナム

156人

中国
フィリピン
インドネシア

134人
93人
79人

タイ
ラオス
カンボジア

43人
42人
41人

他２0か国
合 計

72人
660人

坂出市国際交流協会

検索

⬅

4

籍

※協会 facebook もお見逃しなく！

編集後記
サウサリートの留学生受入事業が
無事に終わり、改めてボランティア
等々の皆さんのご協力をありがた
くかみしめながら今年前半を振り
返っています。新しく始めた外国語
講座で、
受講生が生き生きと学習し
ている姿を見ていると、こちらも
刺激を受け、今年後半、何かに挑戦
したいなと勇気をもらっています。
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坂出市国際交流協会事務局
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