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アイパル香川 Ｉ－ＰＡＬ Ｋａｇａｗａ
香川国际交流会馆会場

〒760-0017 香川県高松市番町1丁目 11-63

 小学生英語暗唱大会10:10-12:30

13:30-16:00

Elementary School Students’ Recitation Contest  小学生英语背诵大会

当日、大会の様子をアイパル香川3階会議室にてライブ中継でご覧いただけます。
子どもたちの学びの成果をぜひご覧ください！

小学生が自分自身や将来の夢についての英文を暗唱して、発表します。グローバル化が進み、英語の重要性がますます高まる中、英文を暗唱
できるまで繰り返し練習し、その成果を人前で発表することを通して、子どもたちに英語に親しみ、自信をつける機会を提供します。

青年海外協力隊員としてカンボジアで2年間活動した後、現地の日系企業に就職し、現在もカンボジアでの生活を続けている
足利さんと会場をオンラインでつなぎ、青年海外協力隊時代の活動や現地の魅力などについて紹介いただきます。

10:10　小学生高学年の部
11:10　休憩
11:40　小学生低学年の部

13：30 

映画上映&トークショー
Film Screening and Talk Show  电影放映 ＆ 访谈秀

かがわ国際フェスタ実行委員会事務局 （公益財団法人香川県国際交流協会内）  ℡：087-837-5908 HP:www.i-pal.or.jp/festa/ 
［主催］香川県、高松市、公益財団法人香川県国際交流協会、公益財団法人高松市国際交流協会、独立行政法人国際協力機構四国センター 

カンボジア紹介＆青年海外協力隊体験談

1975年、4月。武装組織クメール・ルージュ支配下のカンボジアでは多くの住民が強
制労働のために農村に送られていた。一家で農村へ移動する道中、息子と離れ離れ
になってしまった母親のチョウ。農村での過酷な労働や理不尽な扱いはチョウの家
族を一人、また一人と追い詰めていく。しかし、チョウは決して諦めない。生き延びて、
最愛の息子を取り戻すため－。

高松赤十字病院に看護師として勤務し、退職後、シニア海外協力隊としてカンボジアへ派遣された楠川さん。任期終了後、
カンボジアでNGOを立ち上げ、現在も、現地で学校保健や衛生教育の活動に取り組まれています。当日はカンボジアの楠
川さんと会場をオンラインでつなぎ、現地での活動や生活の様子など、ここでしか聞けない楽しいトークをお届けします。

14：00 映画上映「FUNAN フナン」1970年代激動のカンボジアを生き抜いた、ある家族の物語

15:30  トークショー 

【申込方法】①お名前 ②ご所属 ③電話番号 ④メールアドレスを JICA 四国下記アドレスまでお送りください。 
宛先：JICA四国 山科 E-mail:jicashikoku@gmail.com  HP:https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2021/1010.html

お申し込みはこちらからも！

先着50名
事前申込制

観覧者

10/10Opening Event 开幕式庆典活动

オープニングイベント 10：00-16：00
（SUN） 

今年のフェスタは、国際交流団体による展示とインターネットでの配信を中心に、
アイパル香川でもご自宅でも楽しめる国際交流月間！

かがわ国際フェスタ2021

かがわ国際
フェスタ月間
202110/10 （SUN） 

- 11/9 （TUE）

Kagawa International

Festival Month

香川国际节活动月

ライブ中継観覧者募集

【申込方法】電話あるいは、（公財）高松市国際交流協会のホームページよりお申し込みください。
HP：http://tia-takamatsu.jp　TEL:087-837-6003

カンボジアからオンライン生中継！

ゲストがカンボジアからオンライン出演！

発表者：足利 水月（あしかが みづき）［青年海外協力隊員経験者　職種：観光］

司　会：帰来 雅基（きらい まさき）・中井 今日子（なかい きょうこ）［FM香川「勝手にシネマニア」パーソナリティ］
ゲスト：楠川 富子（くすがわ とみこ）［シニア海外協力隊経験者　職種：看護管理］

Les Films d'Ici - Bac Cinema - Lunanime - ithinkasia - WebSpider Productions
- Epuar - Gaoshan - Amopix - Cinefeel 4 - Special Touch Studios c 2018

先着50名
事前申込制

Talk about yourselfin English!

お申し込みはこちらからも！



     このマークがあるイベントは、
アイパル香川のYouTubeチャンネルで
動画配信を行います。

●マスクの着用、手指の消毒、「咳エチケット」など、「新しい生活様式」に
基づき行動してください。
●参加前に「接触確認アプリ（COCOA）」をインストールしてください。
●入場前に検温を実施します。発熱等の症状がある方は、入場いただけません。
＊詳しくはアイパル香川のホームページをご覧ください。
　http://www.i-pal.or.jp/2020/07/post-276.html

※新型コロナウィルス感染状況によっては、イベントの一部が中止となる場合があります。
　その場合には、アイパル香川のホームページやFacebook等でお知らせします。

来場者の皆様へのお願い
Art Exhibition　作品展

感謝祭について学び、アメリカの「秋」を感じてみませんか。
　アメリカでは、11月の第4木曜日は感謝祭（サンクスギビングデー）の祝日です。感謝祭には、家族や友人が集ま
り一緒に食事をして祝いますが、伝統的なメインディッシュは、野菜やハーブなどを詰めて焼いた七面鳥（ターキー）
の丸焼きです。今回は、感謝祭にちなんで、七面鳥のクラフト作りに挑戦します！このクラフトは、アメリカの子ども
たちの間でも人気で、誰でも簡単に楽しく作ることができ、家族そろって楽しめます。手形で作った七面鳥「ハンドプ
リント・ターキー」で、日頃の感謝の気持ちを表現してみませんか。

「かがわではたらく・まなぶ　外国人のためのアー
ト作品展2021」への応募作品を展示します。作品
を通して、同じ地域に暮らす外国人住民のみなさ
んについて知り、その思いにふれてみませんか。

JICA四国
香川県青年海外協力協会
香川県青年海外協力隊を育てる会

　「ライスクリスピートリート」は、子ども
の頃、両親と一緒に作った思い出のお
菓子です。今回は、気軽に作ることがで
きるよう、身近にある日本のお菓子を
使ったレシピを紹介します。材料は
たったの3つ。手軽で簡単ですが、お好
みのシリアルを混ぜたり、カラフルな
チョコやナッツでデコレーションした
り、自分だけのアレンジを楽しむことが
できます。サクサクだけどchewy（少し
粘りがあって噛み応えがある）、その
不思議な食感をぜひお試しください！

　カナダの人たちが大好きなピーナッツバター
をたっぷり使ったクッキーを作ります。カナダの
子どもたちのランチの定番といえばピーナッツ
バターとジャムのサンドイッチと言われるくら
い、ピーナッツバターはカナダ人にとって子ども
の頃から慣れ親しんだ味。今回紹介する　
「ピーナッツバタークッキー」は、そのピーナッツ
バターの甘じょっぱさが美味しい、しっとりソフ
トな食感のクッキーです。オーブンに入れるまで
の時間が約10分という手軽さも魅力です。カナ
ダの「ソウルフード」とも言えるピーナッツバター
の味を一緒に楽しみましょう。

アメリカとカナダ、それぞれの国で広く親しまれている定番のスイーツ作りに挑戦！
甘い香りと美味しいスイーツに癒されながら、アメリカ、カナダの食文化や習慣に親しみましょう。

オンライン クラフト＆スイーツ教室

かがわではたらく・まなぶ　外国人のためのアート作品展
KAGAWA
INTERNATIONAL
ART COMPETITION
2021

高松市、セント・ピーターズバーグ市姉妹都市提携60周年記念事業　講師　ニッキー・クローネン ［高松市招へい英語教師　出身国：アメリカ］

クラフト教室「感謝祭の七面鳥を作ろう！」

スイーツ教室「アメリカ＆カナダのお菓子を作ってみよう」

ピーナッツバタークッキー（Peanut Butter Cookies）
講師　秋月 シンシア ［元香川県国際交流員　出身国：カナダ］

秋の「おうち時間」が充実！

動画配信期間10.10～

動画配信期間：10/10～

動画配信期間10.10～

YouTubeはこちらから

ライスクリスピートリート（Rice Krispie Treats）
講師　オーガスト・ホールドリッチ［元香川県国際交流員　出身国：アメリカ］

Online Craft & Sweets Cooking Classes  网上手工制作＆甜品制作教室

県内の国際交流団体について知ろう！ 活動紹介展示＆動画配信
Learn about International Exchange Organizations in Kagawa through Exhibits and Videos Online! 让我们了解一下县内国际交流团体！活动介绍展示和视频

Takamatsu/St.Petersburg Sister-City 60th Anniversary Project
 高松市，圣彼得堡市缔结友好城市60周年纪念活动

Craft Class “Let’s Make a Thanksgiving Turkey!”    手工制作教室‘‘一起来做感谢节火鸡！’’

Sweets Cooking Class “Try Cooking Sweets from the United States and Canada”   甜品制作教室‘‘一起来做美国和加拿大的糖果’’

作品展示

アイパル香川ホームページでは、「かがわ国際フェスタ2021」の案内を多言語（English/中文/Español/Tiếng Việt/ Wikang Tagalog/Bahasa Indonesiaなど全19言
語）に翻訳してご覧いただくことができます。

1st week (10/10～10/14)
▶香川県ユニセフ協会
▶（公財）香川県国際交流協会
 　[火曜日日本語サロン(花葉会)]
▶香川日仏協会 Société Franco‐Japonaise de KAGAWA
▶きくみみ香川/香川行政相談委員協議会
▶（公社）セカンドハンド
▶高松北国際交流協議会（高松北警察署）
▶日本ボーイスカウト香川連盟
▶高松市

2nd week (10/16～10/21)
▶オイスカ高松推進協議会
▶香川日韓交流協会
▶香川フィンランド協会
▶四国地方ESD活動支援センター（四国ESDセンター）/
　外務省NGO相談員
▶日本語サークル「わ」の会
▶halqa-はるか

3rd week (10/23～10/28)
▶香川SGG（香川善意通訳の会）
▶香川県留学生等国際交流連絡協議会
▶香川県行政書士会
▶香川国際女性フォーラム
▶四国カムチャツカ文化交流センター
▶高松市日中友好協会

展示会場：アイパル香川 １F アイパルプラザ

展示期間：10/30～11/9

ー 展示団体 ー
国際協力団体による
展示も行います！


