
募集しています

平成も残すところあとわずか
となりました。今年は瀬戸内
国際芸術祭が開催され、香川
にもたくさんの外国人観光客
が来ることも予想されます。
この機会に私たちも瀬戸内海
地域の魅力を再発見したいと
ころですね。 

編集後記

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 

坂出市国際交流協会 検索⬅

 

※協会 facebook もお見逃しなく！ 

ボランティアのこと
やイベント情報な

ど、是非チェックし
てみてください！

坂出市の外国籍住民数 
（2019年2月） 

日本語教室『にほんご＠坂出』に通う学習者さんに、自分の夢について話をしてもらいました。 

日本語ボランティア

通訳・翻訳ボランティア

ホストファミリーボランティア

文化・イベントボランティア  

編集・発行 

国　籍
中国
ベトナム
フィリピン
インドネシア
カンボジア
ラオス
タイ

他15か国
合　計

人　数
206人
187人
116人
114人
56人
50人
48人
85人
862人

インフォメーション　イベント・募集などの情報をお知らせします

平成31年3月27日（水） 
午前9時～11時30分
坂出市勤労福祉センター  大橋記念図書館鳥瞰庭 
５０名（満５歳児～新小学６年生）
※保護者の付添なし
下記事務局に電話かメールで。
※３月4日（月）申込開始　※先着順で受付
※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・電話番号
３００円（会員とその同居家族） ※一般600円

　協会主催のイベント等の情報を協会会員の
うち希望者へメール配信いたします。登録して
いただくと、いち早くイベント情報を得ることが
できます。登録を希望されるかたは、下記協会
メールアドレスへ、
①お名前（協会会員名）
②登録するメールアドレス（添付ファイルをお
送りする場合もあります）をご記入の上、メール
をお送り下さい。
※以前登録されていたかたにつきましても、今後
　希望がある場合は、改めて下記アドレスへメール
　をお送りください。 

「ハッピー イースター in 坂出」開催
日　時

場　所
対　象

申　込

費　用

坂出市国際交流協会主催イベント情報 
メール配信のお知らせ
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日 時： 平成 31年 4月 10 日～7月 10 日 

毎週水曜（5/1を除く） 

     午前 10時～11時 15 分 

講 師： ジェームズ ブロックスホーム先生 

場 所： 坂出市民ふれあい会館 

定 員： 10 名 

受講料： 個人会員とその同居家族、団体会員 

     8,500 円※資料代込 

申 込： 3 月 6日（水）受付開始、事務局に 

電話かメール（見学希望者は要連絡）

日 時： 平成 31年 4月 11 日～7月 11 日 

     毎週木曜（5/2を除く） 

     午後 1時 30分～2時 45 分 

講 師： ジル ミッチェル先生 

場 所： 坂出市勤労福祉センター 

定 員： 15 名 

受講料： 個人会員とその同居家族、団体会員

     7,000 円※テキスト代別途 

申 込： 3 月 7日（木）受付開始、事務局に  

外国語講座 4月期 生徒募集

（公財）香川県国際交流協会（通称アイパル香川）で実施されている、外国人のための各種相談事業についてご紹介します。在

住外国人が増え続けている昨今、身近に困っている外国出身者がいらっしゃいましたら、ぜひ利用を勧めてみてください。 

香川県での慣れない暮らしにひ

とりで悩んでいませんか？アイ

パル職員が面談・電話等で生活の

相談にのってくれます。英語、中

国語、ポルトガル語での対応が可

能です。事前予約必要。

法律に関すること全般について弁

護士・法務局職員に相談できます。

事前予約必要。

在留資格や国際結婚、外国人雇

用、交通事故などについて相談で

きます。事前予約不要。

外国人のための生活相談 外国人のための人権・法律相談 外国人のための行政書士相談

予約・問合せ：アイパル香川 TEL：087-837-5908（月曜日休館）高松市番町一丁目 11 番 63 号

平成 30年 12月 9日、外国出身者を対象にバス

ツアーを行いました。まず坂出の名所を知っても

らおうと五色台や白峯寺を巡り、次に災害への知

識を高めて防災に役立ててもらおうと、香川県防

災センターで、地震等災害の疑似体験等を行いま

した。

参加者は、瀬戸内海歴史民俗資料館で昔の暮ら

しぶりが分かる展示を興味深そうに見学し、冬空

の下、瀬戸内海の多島美を堪能しました。また白

峯寺では、お遍路さんの文化を学んだり、お寺の

参拝方法を実践したりと日本や香川の文化に触

れることができました。防災センターでは災害の

恐ろしさと備えの重要性を再認識しました。

   

在住外国人のためのイベントを開催しました！在住外国人のためのイベントを開催しました！

電話かメール（見学希望者は要連絡）

　平成 30 年 10 月 27 日、ハロウィーンのイ
ベントに78名の子どもたちが参加してくれま
した。まずはふれあい会館で講師のタイラー
先生とリアム先生からハロウィーンの単語や
歌を教えてもらい、その単語を使ってビンゴ
を楽しみました。その後、スタンプラリー形
式で 6 つのゲームブースをまわりました。
ゲーム後に「かっこいい」「かわいい」「怖い」
「手作り」の 4 部門に分けて仮装大賞を発表
しました。個性豊かな衣装の数々に、選考
スタッフも頭を悩ませていました。
　最後にみんなで商店街へ移動し、トリック
オアトリート！元気な掛け声でお店の人から
お菓子をもらいました。子どもたちの登場に
より、商店街はハロウィーンムードに包まれ
ました。

　平成 30 年 4 回目の国際理解講座
は、「アイルランド料理」と題して
アイルランド出身のマイケル　ベドロ
ー氏を講師に招きました。先生の実
演も交えながら全粒粉やオーツ麦、
鹿肉を使った料理を作りました。

　文化紹介ではスライド写真を用いながら、家屋の
特徴や食文化、イギリスとの歴史、最近好調なラグ
ビーアイルランド代表の話など多岐に渡る話を聴く
ことができました。最後に全員でアイルランド語の
歌を歌い、楽しい時間を過ごすことができました。

　府中湖が東京 2020
オリンピック・パラリンピックにおけ
るハンガリーカヌースプリントチーム
の事前合宿地となったことを受け、平成 30 年 3 回目
の国際理解講座は、「刺繍王子と一緒にハンガリー刺
繍の世界」と題して刺繍作家の長谷川和希氏を講師
に招きました。ハンガリーの伝統工芸のひとつ、カ
ロチャ刺繍の歴史や先生の作品についての話を聴き、
いよいよ実践。初心者にも分かりやすい丁寧な指導
で基本ステッチの練習を行いました。講座後、各自
材料を持ち帰り、自分のペースで仕上げていきまし
た。ハンガリーを身近に感じる機会となりました。

日 時：毎月第1火曜日
午前11時〜午後1時

場 所：アイパル香川
中2階交流フロアー

通訳手配：不可

日 時：毎月第3金曜日
午後1時〜3時

場 所：アイパル香川
2階小会議室

通訳手配：可（英語、中国語など）

日 時：随時（月曜日休館）

場 所：アイパル香川
2階

英会話トレーニング中級 やさしい基礎英語 
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