
留学生受入期間中は連日猛暑。
終盤にもかかわらず金刀比羅
宮の御本宮までの石段を元気
に登る留学生の姿に驚きまし
た。坂出最終日の朝の雨は別れ
を惜しんでいるようでした。
ご支援をいただいた皆様、あり
がとうございました。

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9月） 

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

編集・発行

国　籍
中国
ベトナム
インドネシア
フィリピン
カンボジア
ラオス
タイ

他15か国
合　計

人　数
217人
181人
131人
123人
68人
57人
52人
81人
909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

令和元年１０月２６日（土） 
午前９時３０分～正午（予定）
坂出市民ふれあい会館および商店街周辺
満 3歳児～小学生　80名
※未就学児は保護者同伴
下記事務局に電話かメールで。
※10月8日（火） 申込締切
※応募者多数の場合は抽選
※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・電話番号
３００円（会員とその同居家族）  ※一般 500 円

『ハッピーハロウィーン in 坂出』『英語で習おう！英国・ウェールズのおやつ』
日　時

場　所
対　象

申　込

費　用

令和元年１０月16日（水） 
午前 9時 45分～午後 0時 30分
四国電力（株） 坂出事業所ふれあいサロン
５００円（会員）
２４名（申込先着順）
１０月１日（火）  受付開始（下記事務局に電話）

日　時

場　所
費　用
定　員
申　込

右上から時計回り

/ 繰り返し覚えた

自己紹介/太鼓台

に飛び入り参加!?/

歓迎会で歌披露 /

十二単と甲冑に身

を包んでキメポーズ

4 1

令和元年7月27日
～ 8月7日



約 10 日間、留学生を受け入れてくれた 11 家庭をご紹介します。猛暑の中、体調を崩す子がいたり、宗教上やアレルギーの
関係で肉が食べられない、魚が食べられないといった子もいる中、ホストファミリーの皆さんは常に色々なことに気を配りな
がら、家族の一員として受け入れてくれました。おかげで、留学生たちは安心して坂出での滞在を楽しみ、日本の生活や食文
化に刺激を受け、かけがえのない絆もたくさん生まれたようです。坂出を出発する時には、あるホストファミリーが作ってく
れた渾身の横断幕に留学生たちは感激＆涙のお別れとなりました。ホストファミリーの皆さん、本当にありがとうございまし
た。

2006 年から 2017 年までのサウサリート市議在職中に、坂出との姉妹都市交流の発展に尽くしていただいたハーブ

ワイナーさんが、7 月25日にお亡くなりになりました。互選により市長に就任された2011 年と 2013 年だけでなく、

昨年の 30 周年記念事業まで、合計 6 回来坂され、多くの市民に親しまれました。偉大な功績を称える声と、地域への

奉仕活動から垣間見える、温かく、ユーモアあふれる人間性を惜しむ声は、サウサリートはもちろん、坂出でも多数

聞こえています。姉妹都市交流の発展に多大なご支援をいただいたことに感謝し、哀悼の意を込めて、思い出を振り

返りたいと思います。

　平成 31 年 3 月 27 日、春爛漫の陽気の中、
イースターのイベントに5歳児から小学5年
生までの 48 名の子どもたちが参加してくれ
ました。勤労福祉センターに集合し、講師の
サム先生、アンバー先生と一緒にゲームを
楽しみました。イースター版のハンカチ落と
しでは、子どもたちが追いかけてくる先生
から逃げたり、逆に追いかけたりと元気よく
走る姿が印象的でした。卵の色付けや、ヒン
トを得ながら卵を探すゲームをしたあと、
全員で大橋記念図書館の鳥瞰庭に移動しま
した。最後に袋に入ってウサギのようにピョ
ンピョン飛びながら進むサックレースに挑戦
し、イースターの気分を満喫しました。

2 3

　平成 31 年 1 回目の国際理解講座
は、「カナダの先住民の伝統料理」と
題してカナダ出身の香川県国際交流
員シンシア カーティーさんを講師に
招きました。先住民から受け継がれ
ている伝統料理「バノック」と「メー
プル・マスタード・サーモン」を作り
ました。

　試食後に先住民が築いてきた食文化の歴史につい
て、スライドにて説明がありました。現在カナダには
世界各地からの移民が多く住んでいることから食文
化も多岐に渡っていることも紹介され、参加者はカナ
ダの特徴について知る機会となりました。

　平成 31 年 2 回目の国際理解講座は、「ハンガリー
料理と文化」と題してハンガリー出身のチェレシネ
ーシ ラースロー教授（四国学院大学）と食物栄養の
専門家の松永美恵子教授（香川短期大学）を講師に
招きました。ハンガリーの家庭でよく作られるスー
プ「グヤーシュ」とハンガリー風のロールキャベツ
「トルトット・カーポスタ」作りに挑戦しました。
　文化紹介ではハンガリーの激動の歴史についての
説明がありました。また、日本と同様に温泉が人気
であることや名前の表記が「姓」「名」の順である
ことも紹介されました。
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