
 

令和３年坂出市国際交流協会事業報告 

 

１ 会議の開催 

（１）令和３年  ２月 １日（月） 令和３年坂出市国際交流協会理事会，総会 

（２）  〃  １２月１６日（木） 第１回都市間交流委員会 

（３）  〃  １２月２２日（水） 第１回地域国際化委員会 

 

２ 会員の状況（令和３年１２月３１日現在） 

個人会員       ５３３名 （令和２年末対比  １６名減） 

団体および法人会員  １１０団体（令和２年末対比  増減なし） 

 

３ 事業の実施状況 

【都市間交流事業】 

（１）第１７回サウサリート市派遣短期留学生 

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響により，令和２年に引き続き派遣中止。

サウサリート姉妹都市協会との間で，令和４年に改めて坂出から短期留学生を派遣する方

針で合意した。 

 

  （２）坂出市内の園児，児童および生徒による作品送付 

   上記（１)の派遣期間にあわせて実施している坂出市内の幼稚園等，小学校および中学

校の園児，児童および生徒の図画作品の送付は，短期留学生の派遣中止に伴い中止した。 

 

（３）サウサリート市とのオンライン同窓会 

    コロナ禍でも実施可能な事業として，サウサリート市の過去の留学生と本市ホストフ

ァミリーとのオンライン同窓会を，本来の留学生派遣・受入時期である７月下旬から８月

上旬にかけて３回開催し，サウサリート市留学生・引率者および本市ホストファミリー計

５５名と両市協会関係者が参加した。 

この事業により，姉妹都市交流で育んだ旧交を温め，両市間の絆を更に深めるとともに，

姉妹都市交流に対する意識の醸成やその機運を高めることができた。 

 

№ 開催日 サウサリート市 坂 出 市 参加者数 

１ 
７月２４日 

(土) 
２０１５年留学生 ３名 ホストファミリー ５組 ７名 １０名 

２ 
７月３１日 

(土) 

２０１７年留学生 ８名 

  〃   引率者 ２名 
ホストファミリー ７組１４名 ２４名 

３ 
８月８日 

(日) 

２０１９年留学生 ９名 

  〃   引率者 ２名 
ホストファミリー ４組１０名 ２１名 



 

（４）姉妹都市交流の記録のデジタル化 

    これまでの姉妹都市交流を記録したビデオテープとネガフィルムをデジタル化した。 

交流の歴史として保存し，後世に伝えていく。 

   ＜デジタル化した記録＞ 

ビデオテープ： ３７本（１９８９年～２００４年） 

ネガフィルム：１６８本（１９８８年～１９９５年） 

 

【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＞ 

世界各国のお祭り等を体験する機会を提供するため，以下の２つのイベントを行った。 

№ 開催日 タイトル／会場 講 師 参加者数 

１ 
３月２６日 

(金) 

イースターの工作を 

楽しもう！ 

秋月 シンシアさん 

（カナダ出身） 

オーガスト ホールドリッチ氏 

（アメリカ出身） 

子ども 

１５名 
坂出市勤労福祉センター 

２ 
１０月２３日 

(土) 

おうちで楽しむ！

ハロウィーンパーティーの 

グッズを作ろう 
ケビン ベネット氏 

（アメリカ出身） 

子ども 

１８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３つの講座を行った。 

№ 開催日 タイトル／会場 講師／ゲスト 参加者数 

１ 
４月２７日 

(火) 

インドネシアの文化を知ろう 
大石 麻未さん 
（さぬき市在住） 

２３名 
坂出市役所２階 大会議室 

リナ スサンティさん 
ユスニタ アル アウィヤー ユスフさん 

（インドネシア出身） 

２ 
８月４日 

(水) 

イギリスのゲームに親しもう 福留 アンジェラさん 
（イギリス出身） 

１９名 
坂出市民ふれあい会館 

３ 
１１月２１日 

(日) 

地域の外国人と交流を楽しもう 

許 敏如さん 
（台湾出身） 

ラシュウィン シュレスタ氏
（ネパール出身） 

ウルヌフバト バトナサンさん 

（モンゴル出身） 
シャニース スティーブさん

（ジャマイカ出身） 
ライ ワン ミン氏 
（ベトナム出身） 

３１名 

坂出市役所２階 大会議室 
グエン ティ クイさん 
（ベトナム出身） 



 

※「CIRと話そう！サバイバル韓国語と茶話会」（６月２日（水），講師：チャン ミョンフン氏（韓     

国出身（香川県CIR（国際交流員））は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

＜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，以下の３つの外国語講座と１つの外国

語講座特別編を開催した。 

・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 ７日～ ３月１８日 １０回 

ジル ミッチェル氏 

（カナダ出身） 

１３名 

４月 ８日～ ７月２９日  ８回 １２名 

１０月１４日～１２月１６日  ９回 １２名 

※会場：坂出市勤労福祉センター（１１月１１日は，坂出市役所３階中会議室１で開催） 

※５月１３日～６月１７日は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止 

 

・楽しく初級英会話 

開催期間（毎週金曜日） 回 数 講 師 参加者数 

４月 ９日～ ７月３０日  ９回 ケビン ベネット氏 

（アメリカ出身） 

９名 

１０月１５日～１２月１７日  １０回 ９名 

※会場：坂出市勤労福祉センター（１１月１２日は，坂出市役所３階中会議室１で開催） 

※５月２１日～６月１８日は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止 

 

・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 ６日～ ３月２４日 １１回 ジェームズ ブロックスホーム氏 

（イギリス出身） 

９名 

４月 ７日～ ７月２８日 １１回 ９名 

８月１８日～１２月１５日 １５回 
福留 アンジェラさん 

（イギリス出身） 
９名 

※会場：坂出市勤労福祉センター 

※５月１９日～６月１６日は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止し，８月１８日～１０月 

６日はオンライン（ＺＯＯＭ）で開催した。 

 

 



 

・外国語講座特別編 

開催日 タイトル／会場 講 師 参加者数 

６月２７日 

(日) 

伝わる！英語発音集中講座 
ライアン ジョーンズ氏 

（アメリカ出身） 
２３名 

坂出市役所２階 大会議室 

 

（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・ベトナム語・インドネシア語・日本語(ルビ付き)の５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うことを目的に，イベン 

   トを開催した。 

『在住外国人といっしょにカヌー体験』 

開 催 日：令和３年１０月１０日（日） 

場  所：坂出市府中湖カヌー競技場 

参加者数：県内在住外国人１３名（８つの国・地域出身） 

市内在住日本人 ５名 

※「在住外国人といっしょに桜ウォーク」（４月４日（日））は，雨天中止 

 

（４）外国語としての日本語教室 

    教 室 名：にほんご＠
あっと

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 

開講回数：３４回（新型コロナウイルス感染拡大防止のため５月１６日～６月２０ 

日および８月８日～１０月３日の１２回休止） 

     学習者数：延べ１８８名（令和３年１２月３１日現在） 

     ボランティア登録者数：２２名（令和３年１２月３１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）「やさしい日本語」に関する研修 

外国人住民に理解しやすいよう配慮され，日本人が外国語を習得しなくても話せる 

「やさしい日本語」の意義や有用性を周知し，実践するための研修を開発することを目的  

に，市職員向けに「やさしい日本語」に関する研修を実施した。 

『外国人住民に伝わる「やさしい日本語」研修 for さかいで１３１
ぼ う さ い

おとめ隊』 

開 催 日：令和３年８月３１日（火） 

場  所：坂出市役所３階 中会議室２ 

講  師：福田 煕子さん（日本語教師） 

参 加 者：坂出市防災女性チーム「さかいで１３１
ぼ う さ い

おとめ隊」８名 

 

（６）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１９号：３月発行 

    第２０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。また，在住外国人向けの新型コロナウイルスに関する情報等の発信も積極 

的に行った。 

 


