
平成３０年坂出市国際交流協会事業報告 

 

１ 会議の開催 

（１）平成３０年 １月２６日（金） 平成３０年坂出市国際交流協会理事会，総会 

（２）  〃   ２月２７日（火） 第１回都市間交流委員会 

（３）  〃   ６月２８日（木） 第２回都市間交流委員会 

（４）  〃  １０月 ９日（火） 第１回地域国際化委員会 

（５）  〃  １２月２０日（木） 第３回都市間交流委員会 

（６）  〃  １２月２０日（木） 第２回地域国際化委員会 

 

２ 会員の状況（平成３０年１２月末日現在） 

個人会員       ５４９名 （２９年末対比 １０名増） 

団体および法人会員  １１６団体（２９年末対比 ２団体減） 

 

３ 事業の実施状況 

【都市間交流事業】 

（１）姉妹都市提携３０周年記念サウサリート市訪問団受入 

    来 訪 者：サウサリート市長，サウサリート姉妹都市協会会長 ほか１１名 

滞在期間：４月 ６日（金）～４月１０日（火） 

    主な内容：４月 ６日（金） 訪問団来日 

         ４月 ７日（土） 姉妹都市提携３０周年記念式および祝賀会 

         ４月 ８日（日） 瀬戸大橋開通３０周年記念式典 

         ４月 ９日（月） 坂出市役所表敬訪問，特別会議，記念植樹 

県知事表敬訪問 

         ４月１０日（火） 訪問団帰国 

         受入にあわせて，下記の期間３０周年記念パネル展を開催 

         ４月 ３日（火）～４月１３日（金） 

 

（２）サウサリート市からの修学旅行生受入 

来 訪 者：修学旅行生（ニュービレッジスクール６年生）２０名 

         引率者３名 

    滞在期間：５月１０日（木）～５月１７日（木） 

主な内容：５月１０日（木） 修学旅行生来坂 



 

５月１１日（金） 市役所表敬訪問，消防署見学，瀬戸大橋記念館見学，

櫃石島にてスケッチ 

５月１２日（土） ピザ作り体験，鴨川福神太鼓と和太鼓交流 

５月１３日（日） 工作・伝承遊び体験，府中湖カヌークラブと交流， 

             万葉茶会に参加 

５月１４日（月） 東部小学校訪問，カヌー体験 

５月１５日（火） 坂出小学校訪問，瀬戸大橋スカイツアーに参加 

５月１６日（水） 府中小学校訪問 

５月１７日（木） 修学旅行生離坂 

 

（３）第１６回サウサリート市派遣短期留学生 

    派 遣 前：５月２７日（日） 選考会 

         ６月１０日（日） 周知会およびホームステイオリエンテーション 

         ６月３０日（土） 結団式 

派遣期間：７月２６日（木）～８月 ８日（水） 

派 遣 先：米国カリフォルニア州 サウサリート市および周辺都市，ロサンゼルス市 

派 遣 団：高校生１２名，中学生１名，引率者２名 

活動内容：【サウサリート市および周辺都市】 

          サウサリート市役所表敬訪問，タマルパイアス山登山，ジャズ＆ブルー

スバイザベイ，姉妹都市３０周年記念＆市制１２５周年祝賀パーティー，

野球観戦，英語レッスン，ダンス教室，シーカヤック，在サンフランシ

スコ日本総領事館訪問，リサイクルアート，警察署・消防署見学，さよ

ならパーティー ほか 

         【ロサンゼルス市】 

カリフォルニア大学ロサンゼルス校見学，ロサンゼルス市内観光，ディ

ズニーランド ほか 

    帰 国 後：８月２１日（火） 帰国報告会 

 

（４）坂出市の児童生徒の作品送付 

（３）の派遣期間にあわせて，坂出市内の幼稚園，小学校および中学校の園児，児童 

生徒による図画または書写の計３５点を送付，現地で掲示し，文化交流を行った。 

 

 



 

（５）姉妹都市提携３０周年記念サウサリート市公式訪問 

    訪 問 団：坂出市長，坂出市議会副議長，都市間交流委員長 ほか１名 

    訪問期間：７月２６日（木）～７月３１日（火） 

主な内容：歓迎夕食会,サウサリート市役所表敬訪問，姉妹都市３０周年記念＆市制 

１２５周年祝賀パーティー，サウサリート市内邸宅にてお別れ夕食会 

ほか 

 

（６）姉妹都市提携３０周年記念誌作成 

姉妹都市提携３０周年を記念して記念誌を作成した。 

 

【地域国際化事業】 

（１）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＞ 

世界各国のイベントやお祭りを体験する機会を提供するため，以下のイベントを行った。 

開催日 タイトル／会場 講 師 参加者数 

１０月２７日 

(土) 

ハッピー ハロウィーン 

in 坂出 
タイラー ボイヴィン氏 

（カナダ出身） 

ほか１名 

子ども 

７８名 
坂出市民ふれあい会館 

 

＜国際理解講座＞ 

国際理解を深めるため，以下の４つの講座を行った。 

№ 開催日 タイトル／会場 講 師 参加者数 

１ 
２月１６日 

(金) 

冬の韓国料理と平昌五輪 
辛 惠珍（シン ヘジン）さん 

（韓国出身） 
１５名 

坂出市中央公民館 

２ 
 ６月１９日 

(火) 

ベトナムの麺料理 
ファンム ティ フォンさん 

（ベトナム出身） 
２１名 

四国電力(株)坂出営業所 

ふれあいサロン 

３ 
１１月２５日 

(日) 

刺繍王子と一緒に 

ハンガリー刺繍の世界 長谷川 和希氏 

（刺繍作家） 
１１名 

坂出市民ふれあい会館 



 

４ 
１２月 ５日 

(水) 

アイルランド料理 
マイケル べドロー氏 

（アイルランド出身） 
２３名 

四国電力(株)坂出営業所 

ふれあいサロン 

 

＜子ども国際理解講座＞ 

夏休みに小学生向けの料理と工作の講座を開催した。 

開催日 タイトル／会場 講 師 参加者数 

８月 ３日 

(金) 

学んで作ろう！ 

中国の文化と料理 黄 媛（コウ エン）さん 

(中国出身) 
１１名 

坂出市中央公民館 

 

＜外国語講座＞ 

外国語に親しむ機会や学習の場を提供するため，外国語講座を開催した。 

・やさしい基礎英語 

開催期間（毎週木曜日） 回 数 講 師 参加者数 

１月１１日～ ３月１５日 １０回 

ジョン ワトソン氏 

（カナダ出身） 

１４名 

４月１２日～ ７月１９日  １３回 １６名 

９月 ６日～１２月１３日  １３回 １５名 

※会場：坂出市勤労福祉センター 

 

・英会話トレーニング中級 

開催期間（毎週水曜日） 回 数 講 師 参加者数 

１月１０日～ ３月１４日 １０回 

ジェームズ ブロックスホーム氏 

（イギリス出身） 

  ８名 

４月１１日～ ７月１８日 １３回 １１名 

９月１２日～１２月１９日 １２回  ９名 

※会場：坂出市勤労福祉センター 

 

 

 



 

（２）在住外国人のための生活ガイドブック 

『坂出に住む外国人のための生活ガイドブック』の改訂および増刷 

対応言語：英語，中国語，日本語(ルビ付き)の３言語 

配布場所：市民課窓口，坂出市公式ホームページ 

 

（３）在住外国人のためのイベント 

   坂出市や近郊に在住する外国人に，坂出について知ってもらい，あわせて防災について

も考えてもらうことを目的に，イベントを開催した。 

タイトル：「冬の五色台と防災体験ツアー for 在住外国人」 

日  時：１２月 ９日（日）午前９時３０分～午後３時 

場  所：瀬戸内海歴史民俗資料館，白峯寺，香川県防災センター 等 

参加人数：１５名 

 

（４）外国語としての日本語教室 

    教 室 名：にほんご＠坂出 

開講日時：毎週日曜日の午後２時～３時半（第５日曜日は除く） 

場  所：坂出市立大橋記念図書館 

学習者数：延べ３７３名 

ボランティア登録者数：１８名（平成３０年１２月末日現在） 

内  容：学習者の希望に応じてボランティアが日本語学習支援を行う。 

 

（５）会報誌の発行，その他の広報活動 

＜坂出市国際交流協会ニュース＞ 

第１３号：３月発行 

    第１４号：１０月発行 

 

＜坂出市役所公式ホームページ，坂出市国際交流協会Facebook＞ 

    上記ウェブサイトやＳＮＳ等を利用して，異文化理解イベントや国際理解講座，外国 

語講座，日本語教室等の参加者を募ったり，実施した事業についてその内容等を市ホー 

ムページ等に掲載したり，情報発信を積極的に行った。 

 


