
火を消す

地震・暴風・消火・煙避難体験、非常食試食、心肺蘇生、応急手当（骨折の固定法）、119番通報、徒手搬送、担架作り

11月23日（土）　＠香川県防災センター・香川県消防学校　参加者：12か国61名（53名）

非常食を食べる 人の命を助ける 楽に安全に人を運ぶ

授業風景・自己紹介
Lesson Scenery / Self Introduction

课堂情景·自我介绍 

机の下に隠れる ダンボールのパーテーションを立てる ダンボールでトイレを作る 非常持出品を考える

災害時のニュースの漢字読めるかな？ 支援者チームの準備の様子 支援者チームによる聞取り開始 被災者チームは待ち時間にスリッパ作り

　日本各地で地震等の災害が増加する中、外国人住民は私たちが想像する以上に大きな不安を抱えています。地域社会の
一員である彼らを災害弱者にしないために、香川県国際課との連携のもと、大規模災害発生時から避難所での生活が長期化
する頃までを想定した防災訓練を実施しました。
　おかげさまで多くの団体からのご理解とご協力を得ることができ、参加者数は定員150名をはるかに超える201名（うち外
国人数：172名）となりました。今回は、その訓練の様子をレポートします。

〈教室からのメッセージ〉 〈A message from the organizers of the Japanese classes〉 〈教室带来的消息〉 

Introduction of Japanese Language Classes in the Prefecture ： Mitoyo International Exchange Association
县内日语教室介绍： 三丰市国际交流协会 

　These Japanese language classes are free to attend each week on Sunday. 
You will study together with a Coordinator of International Relations from 
China and volunteer Japanese language instructors. Groups will be arranged 
according to ability, so you can study at the right level for you. 

Kagawa Prefecture International Exchange Association 香川県国際交流協会

Takamatsu International Association

Marugame International Exchange Association  

Higashikagawa International Exchange  Association

Tadotsu Japanese Exchange Meeting 【Taniko】 

A party to deepen the international relations
of Sanuki City 

Sakuramachi Catholic Church
International Division Japanese Class 

Sakaide International Association
Japanese @ Sakaide 

Japanese Circle, “Wa” no kai” 

香川县国际交流协会 

高松市国际交流协会 

丸龟市国际交流协会 

东香川市国际交流协会

日语「WA」俱乐部 

三丰日语教室 

満浓町国际交流协会 

日语「满浓」 

讚岐市国际交流促进会

三丰市国际交流协会 

多度津日语交流会
【TANIKO】 

天主教樱町教会
国际部日语班 

坂出市国际交流协会
日语＠坂出 

三木町日语广场 
《志愿者俱乐部》 

Mitoyo Japanese School 

Miki Japanese Square 《Volunteer group》 

Manno International Exchange Association

Mitoyo International Exchange Association 

Japanese “Manno”  

　这个日语讲座每周日可以免费参加。可以和来自中国的国际交流员及日语志愿支援者讲师一起学习。
将根据水平程度分组,您可以轻松学习。

◆県内の日本語教室一覧　Overview of Japanese Language Classes in the Prefecture  县内日语教室一览 

●学習場所： 高瀬町公民館
●学習日時： 毎週日曜日 １４：００～１６：００
●問い合わせ ☎：０８７５－５６－５１２１（三豊市国際交流協会）
　　　　　　 メール：kokusaikouryu@city.mitoyo.kagawa.jp   

●Location: Takase Community Center 
●Lesson time: Every Sunday １４：００～１６：００ 
●Contact ☎：０８７５－５６－５１２１(Mitoyo International Exchange Association)
　　          Email：kokusaikouryu@city.mitoyo.kagawa.jp 

●学习场所：高濑町公民馆 
●学习时间：每周日星期天 １４：００～１６：００
●咨询    ☎：０８７５－５６－５１２１（三丰市国际交流协会） 
                邮件：kokusaikouryu@city.mitoyo.kagawa.jp

この日本語講座は、毎週日曜日に無料で受けることができます。中国出身の国際交

流員と日本語支援ボランティア講師と一緒に勉強します。それぞれのレベルに合

わせてグループに分けるので、無理なく学べます。 

　訓練実施後、外国人の参加者からは、「実用的で役立つ知識が得られた」「不安が解消された」と
いう感想から、「常に避難の準備をしておきたい」「災害が起きたときどうするか家族と話し合ってお
きたい」「地震があったら避難所に行く」など、これからの行動につながる意見が聞かれ、研修の効
果を実感することができました。また、支援ボランティアからは、「情報伝達の難しさを知った」「自分
にできることが何かを考えたい」といった感想が寄せられました。
　双方から「楽しかった」「また参加したい」という声が多く聞かれたことから、今回の訓練が国籍や
年齢を超えた交流の場ともなったことも分かりました。
　…大好評だった今回の防災訓練。来年度以降もなんらかの形で、継続的に実施していきたいと
考えています。是非ご参加ください。

外国人住民・通訳ボランティアのための

～災害時に生きぬくため、活かせる知識を身につけよう～～災害時に生きぬくため、活かせる知識を身につけよう～

防災訓練をしました！！

第1回 防災・災害時訓練

○香川の災害を知る（避難所の場所の確認）　○避難所を体験する（物資の分配、非常食の調理、ダンボールのパーテーション設置、ダンボール
のトイレ作り、非常持出袋の確認）　○講演（過去の災害から学ぶ）

12月15日（日）　 ＠アイパル香川　参加者：13か国66名（62名）　第2回 避難所訓練

○講義（多言語支援センターの役割について）　○防災の日本語講座　○多言語支援センター開設訓練
※多言語支援センターは、災害時に外国人被災者に対して多言語によるサポートを行う機関。そのセンターがアイパルに設置されたという想定
　のもと、支援者チームと被災者チームに分かれ、多言語による情報提供や聞き取り調査などの実践的な訓練を行った。

1月19日（日） ＠アイパル香川　参加者：12か国74名（57名）第3回 多言語支援センター開設訓練

いきる！防災訓練2013

参加無料！

Free
  Classes!  

免费参加 !

日本語教室 Japanese Learning Centers 日 语 教 室  ☎
に   ほん     ご   きょう   しつ

087-837-5908 

087-837-6003 

0877-56-1771 

0879-26-1215 

090-2893-6352 

090-3215-9558 

087-891-3314 

090-6280-6917 

0877-75-0200 

080-2990-5917 

087-894-6372 

087-831-7455 

0877-44-5000 

0875-56-5121 
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三豊市国際交流協会
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日本語「まんのう」

東かがわ市国際交流協会
ひがし                     し  こく  さい こう りゅうきょうかい

日本語サークル「わ」の会
に  ほん  ご                 　　　　　　　　　　 かい

に  ほん  ご

たどつ日本語交流の会【たにこ】
に  ほん  ご   こう りゅう       かい

みとよ日本語教室
に  ほん  ご  きょう しつ

三木町日本語ひろば 《ボランティアの会》
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県内の日本語教室の紹介 : 三豊市国際交流協会
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