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I-PAL KAGAWA: Kagawa International Exchange Center

アイパル（I-PAL）の意味
アイは愛や国際交流（ International Exchange）を、パルは友達や仲間という意味を表し、
アイパル香川が国際交流に関係するひとの拠点となるイメージを表現しています。

アイパル通
信

アイパル香川香川国際交流会館

KAGAWA INTERNATIONAL EXCHANGE CENTER

〒760-0017
香川県高松市番町1丁目11番63号

TEL：087-837-5908 FAX：087-837-5903
開館時間/（火）～（日）9：00～18：00

休館日/月曜日・12月29日～1月3日
（月曜日が休日の場合は開館し
原則として翌日の火曜日が休館）

I-PAL KAGAWA
1-11-63,Bancho,Takamatsu,Kagawa 〒760-0017

TEL：087-837-5908 FAX：087-837-5903
OPEN/TUE～SUN 9:00～18：00

CLOSED/MON,DEC. 29 to JAN. 3
（If Monday is a public holiday,

the center will be open on this day.
But closed on the following day.）
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編集・発行
（公財）香川県国際交流協会
E-mail:i-pal@i-pal.or.jp
URL:http://www.i-pal.or.jp/
高松市番町1丁目11番63号
TEL.087-837-5908   FAX.087-837-5903
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外国人住民のための防災訓練2014を丸亀で開催しました
（公財）香川県国際交流協会設立25周年記念事業を開催しました
世界からのエアメール～ぺルー香川県人会～
県内日本語教室，Japanese Learning Centers，日语教室
アイパル香川ライブラリーからのお知らせ
県内の国際交流、協力団体を紹介します
香川県・陝西省友好提携20周年を記念して友好訪問団が
中国陝西省を訪問しました
平成26年度香川県海外技術研修員帰国インタビュー
ようこそ！JICAへ
世界のあれこれ～フィリピン共和国編～
I-PAL NEWS
Information(県内イベント情報）

I n f o r m a t i o n

　1971年１月以来途絶えることなく毎週
土曜日に例会を持ち、様々な国の方をゲ
ストに招き色々な話題について英語で語
りあってきました。丸亀ESSの目的は、会
員の英語運用能力向上と異文化理解を深
め国際親善に寄与することです。英語に
興味のある方ならどなたでも気軽にご参
加いただけます。１月10日より始めます。
◆日    時：毎週土曜日
　　　　  （18：30～19：30）
◆場   所：丸亀市
　　　　  生涯学習センター ４階
◆会   費：5,000円（3か月分）
◆問合せ：小野　環
　　　　  TEL：090‐5804‐8221
　　　 　宮西　比呂志
　　　　  TEL：087‐897‐3824

　米国に本部を置く非営利の国際教育
団体の高松支部です。スピーチと運営の
全てを英語で行うことにより、総合的なコ
ミュニケーション能力の向上を図ります。
18歳以上の方であれば、入会申し込みで
きます。例会日はお問い合わせください。
見学歓迎！
 
◆日    時：原則毎月第2日曜日
　　　　　（13：30～16：00）
◆場   所：高松市男女共同参画センター
　　　　　（錦町）
◆会   費：6か月分会費7,200円
　　　　　（入会月より月割り計算）
◆入会金：5,000円
◆問合せ：藤澤 TEL：087-865-3649
http://825645.toastmastersclubs.org

　エスペラントは、ポーランドの眼科医
ザメンホフによって平和への願いを込め
て造られた世界共通語です。月に一度
（原則として、第４日曜日）、主にアイパル
香川で勉強会を開いています。初めての
方も気軽にご参加ください。
◆日　時：1月25日（日） 第2会議室
　　　    2月22日（日） 小会議室
　　　    3月22日（日） 小会議室
　　 　　いずれも13：30～15：30
◆場　所：アイパル香川
◆定　員：なし
◆申　込：不要
◆参加費：１回 500円（テキスト代）
◆問合せ：
　　　小阪 TEL/FAX：0877-22-4771 
　kosaka_kiyoyuki@hotmail.com

　中高年向けの英会話生涯学習クラブで、
海外旅行などのミニドラマを実習、実演し
ます。６月と12月には外国人ゲストのレッス
ンがあります。４年目です。

◆日　時：毎週日曜日
　　　　　10：00～12：00（2時間）
◆場　所：丸亀市生涯学習センター
　　　　　（4階講座室3）
◆会　費：月￥1,000～￥3,000
　　　　　（テキスト代含み出席回数考慮）
◆問合せ：中山 TEL：080-3167-6772

１月期受講者募集しています！
　英語、スペイン語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓
国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語の全9ヶ国
語32クラスの講座を開講しています。
※学期ごとにお申込みが必要ですが、9月期及び1月
　期は継続受講者が1週間早くお申込みが可能とな
　りますので、お申込みの際はご注意ください。
◆クラス：入門、初級、中級、上級など
◆時　間：10:00～12:00、13:00～15:00、
　　　    18:00～20:00など
◆期　間：1月6日（火）～3月18日（水）
　※途中からでもお入りいただけます。
◆受講料：9,000円（1回2時間、全9回分）
　※クラスによってはテキスト代が別途必要です。

当協会では、アイパル通信を年4回発行して
いますが、次回発行にあたり、県内国際交流・
協力団体から外国の方も参加できるイベン
ト情報を募集しています。１月～３月まで
のイベントを紹介したい方は、２月末までに
お送りください。

（公財）香川県国際交流協会
Fax：（087）837-5903

　みなさん。明けましておめでとうございます。
　早いもので、また新しい１年が始まりました。
今年は未年ですが、羊は群れをなすことから、
家族の安泰や平和を表しているようです。み
なさんにとって平和で良い年になるようお祈り
いたします。今年もよろしくお願いいたします。

お知らせ
アイパル香川外国語講座

　弁護士、法務局職員等が相談に応じます。
◆日時：1月16日(金)、2月20日(金)、3月20日(金)
　　　 いずれも13：00～15：00
◆場所：アイパル香川会議室
◆申込：事前予約が必要です

Human rights and legal counseling for foreigners
 R e c e i v e  a d v i c e  f r om  a  l aw y e r  o r  a  
professional from the local legal affairs bureau.
◆Date and Time:
             Friday 16th January,
             Friday 20th February, 
             Friday 20th March
             All between 13:00 and 15:00
◆Place:I-PAL Kagawa Meeting Room
◆Prior reservation is essential.

面向外国人的人权法律咨询
　律师、法务局职员为您提供咨询。
◆时间：1月16日（周五）、2月20日（周五）、3月20日（周五）
       　   以上3个周五13：00～15：00
◆地点：I-PAL香川会议室
◆申请：需提前预约

外国人のための人権・法律相談
　経験豊かな講師陣による入門から初級のクラスが8
クラスあります。
◆日　時：毎週水曜日
　　　　　 入門2　　　　　（10:00～12:00）
　　　　 毎週木曜日
　　　　　 入門1・日本語1　（10:00～12:00）
　　　 　毎週土曜日　　　　
　　　　    入門２            　（10:00～12:00）
　　　　　 日本語1・日本語3（12:30～14:30）
　　　　　 入門1、日本語2　（15:00～17:00）
◆期　間：10月11日（土）～3月11日（水）
◆受講料：3,500円（テキスト代：別途）
◆申　込：アイパル香川2階事務室で申込用紙にご記
　　　 　入ください。入門１以外で初めての方は、簡
　　　 　単なクラス分けテストとクラスの見学をして
　　　 　いただきます。

日本語講座（2014年後期）

　香川県での慣れない暮らしにひとりで悩んでいません
か？相談員が面談・電話等で生活の相談にのります。英
語、中国語、韓国語、ポルトガル語での対応が可能です。

Consultation desk for foreigners living in Kagawa
  Are you having troubles living by yourself in 
Kagawa? Our staff would be happy to help 
you out and answer questions about living here, in person or over phone. 
We speak English, Chinese, Korean and Portuguese.

面向外国人的生活商谈之窗 
　你一个人在为无法适应香川县的生活而烦恼吗?您可以通过面谈・电话向这里的协商员倾诉。

（英语、汉语、韩语、葡萄牙语）。
외국인을 위한 생활 상담 창구 
　가가와현에서의 익숙하지 않은 생활때문에　혼자서 고민하고 있지 않으십니까? 상담원이　면담, 전화 
등으로 생활 상담을 해드립니다.　(영어, 중국어, 한국어, 포르투갈어)

外国人のための生活相談窓口
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お申込み、お問い合わせは電話等で（公財）香川県国際交流協会まで。
有料講座は原則として受講料を添えてお申し込み下さい。
すでに定員に達している場合もございますので、お問い合わせください。

TEL （087）837-5908
　　（月曜休館、月曜祝日の場合はその翌日）
ホームページ http://www.i-pal.or.jp/

外国人住民のための 防災訓練
参加者：６か国27名
○丸亀の災害を知る（避難所の場所の確認）

○防災の日本語講座

●共通訓練≪避難所巡回訓練≫
丸亀市で災害が発生し、外国人住民が避難所に避難しているという設定のもと、両訓練の参加者全員で、それぞれの役割を分担して実施。

●参加者全員で振り返り

○避難所を体験する①
（ダンボールパーテーション設置、AED操作、応急処置、搬送、非常食試食）

参加者：31名
（行政・団体職員、地域日本語指導ボランティア・通訳等ボランティア）
○多言語支援センターの役割について
○多言語支援センター設置運営

○多言語支援センター避難所巡回準備

○避難所巡回訓練振り返り

○避難所巡回訓練
【役割】外国人被災者が避難している避難所を巡回し、必要な情報を多
言語で提供したり、外国人被災者が抱える問題の対応等を行う。

○避難所を体験する②
【役割】避難所に避難している外国人被災者役。多言語支援チームの巡
回時に、それぞれの国の言葉で質問したり、相談したりする。

多言語支援センターの設置の仕方を知り、具体的な動きを
知ることができて有意義であった。
常日頃から、外国人住民と地域住民の関わりを築いておく
ことで、災害発生時に外国人住民が避難所に避難しやすく
なったり、情報の伝達もできると思う。
行政として、情報提供のための方策を考え、地域単位で同
様の研修を実施したい。

地震がくるとすぐ避難をしないといけないと思っていたが、
家で待つという避難もあるとわかった。「避難勧告」など、聞
いたことはあるけれど意味が分からなったことばをわかりや
すく教えてくれたので、すごく勉強になった。自分の命の守り
方がよくわかった。外国人でも、助けられるだけでなく、自分
たちも日本人を助けないといけない「心」を大切にしていき
たいと思った。

　昨年３回シリーズで実施した防災訓練。今年度は丸亀市国際交流協会をはじめとする多くの団体からのご協力を得て、丸亀
市で実施しました。今回は、その訓練の様子をレポートします。

＊＊＊ アイパル通信10月号に関するお詫び ＊＊＊
アイパル通信10月号の3、4ページで掲載した韓国国旗に誤りがありました。読者の皆様ならびに関係団体の皆様にご迷惑をおかけしましたことを
深くお詫び申し上げます。

防災訓練2014を丸亀で開催しました!!防災訓練2014を丸亀で開催しました!!防災訓練2014を丸亀で開催しました!!防災訓練2014を丸亀で開催しました!!外国人住民のための外国人住民のための外国人住民のための外国人住民のための

災害時における 多言語情報伝達訓練

最初は外国人参加者と日本人参加者が２つの
会場に分かれ、それぞれ別の訓練をスタート！

いよいよ外国人参加者と日本人参加者が一緒に行う避難所巡回訓練が始まります！

最後は全員で今回の訓練について感想を伝え合いました。


