
2月2日に坂出市勤労福祉セ
ンターにて外国人住民のため
の防災訓練を開催しました。
スタッフも起震車で南海地震
の揺れを体験しましたが、全く
身動きが取れませんでした。
改めて災害への備えの重要性
を感じました。訓練の模様は
次号にて報告します。

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
（2020年2月）

第17回 サウサリート市派遣短期留学生募集！！

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
255人
204人
147人
133人
67人
54人
50人
79人
989人

令和2年3月26日（木）
午前9時～11時30分（予定）
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～小学5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2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500円

「ハッピー イースター in 坂出」開催
日　時

場　所

対　象

申　込

費　用

やさしい基礎英語英会話トレーニング中級

かがわ外国人相談支援センター

外国人労働人材関係相談窓口

 見見込込額額はは募募集集要要項項ににててごご確確認認くくだだささいい。。  

（（１１人人当当たたりり最最大大 1155 万万円円のの補補助助金金をを差差しし引引いいたた金金額額がが参参加加費費用用ととななりりまますす。。））
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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！

　令和元年第３回国際理解講座では、イギリスの中の異国と称される、ウェールズ出身の講師ギャビー 
ワットさんと一緒に、ウェールズのお菓子作りに挑戦しました。今回はウェールズの伝統的なおやつ
「ウェルシュケーキ」と、イギリス全体で食される「ブレッド＆バタープディング」を、英語で教えて
もらいました。
　文化紹介では、イングランド、スコットランド、北アイルランド、そしてウェールズという４つ
の国で構成されたイギリスの中でも、ウェールズはウェールズ語を公用語として維持し、交通標識
にも併記されているということや、国旗のモチーフである赤いドラゴンとアーサー王の伝説を披露
してくれました。イングランドに併合された歴史から、自国の言語や文化を守り伝えようとする愛
国心と、イングランドへのライバル心が現在も存在するいう話がとても興味深かったです。

　通算3回目となる在住外国人向けツアーでは、日本の秋
を楽しんでもらおうと、みかん狩りともみじ狩りに出かけ
ました。みかん狩りは初めてというかたが多く、赤く色づ
いたみかんを見つけて写真を撮ったり、いろいろな大きさ
のみかんを味わって違いを楽しんだりしていました。
　その後、西行法師の道を登り、白峯御陵の厳かな雰囲
気を味わいました。紅葉の名所、白峯寺と根香寺では、
お遍路さんがお経を唱える中、赤や黄色に色づいた葉が
眩い境内を散策し、秋を存分に堪能しました。

歌やジェスチャーでハロウィーン
キャラクターを習いました

人気の映えスポット！？

【例：声で伝える場合】普通の日本語→やさしい日本語
①「けさ7時頃、四国地方を中心に広い範囲で強い地震がありました。引き続き厳重に注意してください。
→「今日　午前7時　四国地方で　大きい　地震が　ありました。　気をつけてください。」

②「津波が来ます。高台に避難してください。」
→「津波（大きい波）が　来ます。　高い　ところに　逃げて　ください。」

スプーンレースで
はゴールめざして
そろりそろり

アップルボビングで
はりんごをくわえて
ゲット

手形や足型スタンプは成長の証＆
デコレーションして壁飾りに

ジョン先生とカード
ゲームをして英単語
のおさらい

子どもたちは
商店街でのト
リックオアト
リートをとっ
ても楽しみに
して、はりき
って出かけま
した

魔女の帽子で輪投げ
を楽しみました

素敵な仮装をしてきてく
れた3組を表彰しました

団体会員の皆様へ　 外国人（従業員）の日本語学習支援について、協会から日本語ボランティアを派遣できる仕組みを作って
います。ボランティアという性質上、ご希望に添えない場合もありますが、困りごとがあればお問い合わせください。
（交通費については依頼者にて別途対応をしていただきます。）

　皆さんは「やさしい日本語」という言葉を聞いたことがありますか？外国人にとって
簡単で分かりやすい日本語のことで、阪神・淡路大震災をきっかけに考えられ、外国

人被災者へ災害情報を伝える手段として広がっています。近年、在住外国人が増加しており、その国籍も様々で
す。多言語で対応できることが理想ですが、全ての母語に対応するのは困難な面もあります。在住外国人が理解
しやすい日本語は、今後益々重要になってきます。東日本大震災をはじめとする大規模災害の発生やスマートフォン
の普及等、環境が変化していく中で、弘前大学人文社会科学部社会言語学研究室においてやさしい日本語のガイ
ドラインが作成されています。ここではその内容を少し紹介します。
　やさしい日本語作成時の原則は、1文の文字数は平均24文字で、1文平均6文節が適切としています。小学2年生
に理解してもらうように説明するイメージです。文字で表記する場合は、1文当たりの漢字数は3～4文字で、ふり
がなも付けてください。このような配慮は、災害時等の一刻を争う場面だけでなく、日常の情報発信においても
役立ちます。外国人が正しい情報を把握し、安心して生活できる環境は、日本人にとっても良い環境となるでしょう。

やさしい日本語

　やさしい日本語で表現するためには、分かりやすい言葉に変換するだけでなく、発信する情報（単語）の取捨選択
も重要になります。

　令和元年 10月 26日、秋の恒例となった「ハッピーハロウィーン in坂出」を開催しました。85名の子ども達が
色とりどりの仮装をして集まり、講師のジョン先生とハロウィーンの歌を歌ったり、定番キャラクターを教えても
らったり、その他ハロウィーン気分が味わえるゲームをして楽しみました。商店街でのトリックオアトリートでは、
子どもたちが大きな声でお菓子をおねだりする声があちこちで響き、商店街がハロウィーンカラーで包まれ大賑わ
いとなりました。

　令和元年の国際理解講座を締めくく
ったのは中国の太極拳体験でした。ま
ず、講師の王 鵬浩さんから、太極拳の
歴史や現在に至る流派の変遷などを学
びました。日本では健康体操のイメー
ジが強いですが、現在でも武術として
の世界大会が盛んに行われ、日本人の
レベルも

上がっているとのことで
した。
　講座では、鳥や虎、猿な
ど５つの動物の動作を取り
入れた健身気功・五禽戯も
教わりました。内臓を活性
化し、心身によいとされる
動きを体験し、心地よい疲
れと清々しさを感じること
ができました。最後は講師
の迫力ある演武披露に圧倒
され、太極拳の魅力を存分
に体験できました。

　令和元年４回目の国際理解講座では、11 月の第４木曜日というアメリカのサンクスギビングデー
（感謝祭）当日に感謝祭の定番料理を作り、アメリカで最も有名で、アメリカ人が大好きな祝日の
雰囲気を味わいました。
　感謝祭は、イギリスからアメリカに渡ってきたピルグリムたちが、新しい土地での初めての収穫
を神に感謝し、その食物の栽培方法を教えてくれた先住民を招いて一緒にお祝いしたのがはじまり
です。講師の香川県国際交流員オーガスト ホールドリッチさんは、「感謝の気持ちを表すことがこの
行事の一番いいところ」と説明し、ターキーやマッシュポテト、秋野菜の料理などの定番料理を作っ
た後、食事を頂く前に順番に料理や収穫、周りの人への感謝を口にしました。神聖な気持ちになる
ことができ、この祝日が愛される理由が理解できました。
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