か

が

わ

け

ん

き ょ う し つ

◇ 香川県 にほんご教室 マップ ◇
Map of Japanese Classes in KAGAWA

み き ちょう に ほん ご

かい

し にほんご

⑥三木 町 日本語ひろば≪ボランティアの会≫
み き ちょうぼうさい

き た ぐ ん みきちょうひ か み

にほんご きょうしつ

□三木 町 防災センター（木田郡三木町氷上310）

◇日本語 教室

にほんご きょうしつ

さ ん か ひ

◇日本語 教室
ま る がめ し こくさいこうりゅうきょうかい

さ か いで し こくさいこうりゅうきょうかい

⑦丸亀市国際 交 流 協 会
しょうがいがくしゅう

さかいで

⑬坂出市国際 交 流 協 会

ま る が め し お お て ちょう

にほんご＠坂出

□坂出市立大橋記念図書館

◇にほんご日曜 教 室

じゅこうりょう

さ ん か ひ

はんとし

さ ん か ひ

むりょう

かよう

おばなたく

◆参加費：無料

○日曜 10:00～12:00

○水曜 19:00～21:00（2 クラス）

だい

○第1～4火曜 19:00～20:30

◇日本語 教 室

かい

にちよう

すいよう

し おおかわまち と み だ な か

（さぬき市大川町富田中2215-1）

に ほ ん ご きょうしつ

◆参加費：\100［1回］

◆受 講 料：\2,000［半年］

し おおかわこうみんかん

□さぬき市大川公民館

ど よう

☎087-891-3314（三木町 教 育 委員会）

（坂出市 寿 町 1-3-10）

にちようきょうしつ

に ほ ん ご すいようきょうしつ

◇日本語水曜 教 室

むりょう

◆参加費：無料
み き ち ょ う きょういく い い ん か い

さかいで し ことぶきちょう

むりょう

◆参加費：無料

○土曜 10:00～12:00

さかいで し り つ おおはし き ね ん と し ょ か ん

□生 涯 学 習 センター （丸亀市大手 町 2-1-20）

さ ん か ひ

かい

⑫さぬき市日本語ボランティアの会

だい

にちよう

どよう

○第1～4日曜 14:00～15:30
☎0877-44-5000

☎0877-56-1771 ✉mkokusaikoryu-561771@mountain.ocn.ne.jp
facebook https://www.facebook.com/marugameinternational

し おおかわまち と み だ な か

□尾端宅（さぬき市大川町富田中2973 ）
○土曜 13:00～15:00
おばな

☎0879-43-3068（尾端）
☎087-894-1660
し だんじょきょうどうさんかく

に ほ ん ご こうりゅう

かい

⑧たどつ日本語 交 流 の会【たにこ】
た ど つ ち ょ う そうごう ふ く し

がい

かがわ

⑮香川まるがめ子どもにほんごひろば
ま る が め し じょうけん

□多度津町総合福祉センター３階
こうりゅう

さ ん か ひ

むりょう

（丸亀市南 条 町34）
こ

◇日本語で交 流
にちよう

○第2･４日曜

さい

さ ん か ひ

◇日本語 学習 講座

に ほ ん ご きょうしつ

にゅうかいきん

だい

どよう

○第2･4土曜

きのした

10:00～12:00

ちょうききゅうかちゅう

☎090-6280-6917（木下）

じゅこうりょう

◆入会金 ：\500

むりょう

◆参加費：無料
13:30～15:30

し こくさいこうりゅうきょうかい

に ほ ん ご がくしゅう こうざ

たいしょう

◇子ども（7～12歳）対 象 の日本語 教 室

◆参加費：無料
だい

ひがし

⑤ 東 かがわ市国際交 流 協 会

ま る が め し なんじょうまち

（多度津町 栄 町 3-1-73）
に ほ ん ご

かい

□丸亀市 城 乾コミュニティーセンター2階

た ど つ ち ょ う さかえまち

こくさいこうりゅうすいしんしつ

（さぬき市男女 共 同 参画・国際 交 流 推進室）

こ

おおち こうみんかん

かいさい び

がい

むりょう

受講料 ：無料

ひがし

し さんぼんまつ

□大内公民館2階（ 東 かがわ市三本松1296-36 ）

ついか

長期休 暇 中（8・12・3 月）は開催日を追加

だい

すいよう

○第1～4水曜 19:00～20:50

あんどう

☎080-3921-9414（安藤）

だい

にちよう

○第3日曜 10:00～11:50

に ほ ん ご きょうしつ

⑪みとよ日本語 教 室
み の ち ょ う こうみんかん

し

□三野町公民館（三豊市三野町下高瀬568）

ひがし

し みなと

ばんち

きんよう

○金曜 13:15～15:15

に ほ ん ご きょうしつ

◇日本語 教 室
さ ん か ひ

こうりゅう

□市 交 流 プラザ（ 東 かがわ市 湊 1806番地2）

み と よ し み の ち ょ う しも た か せ

むりょう

◆参加費：無料

☎0879-26-1350

にちよう

○日曜 13:00～1600
ながお

さくらまちきょうかい

☎090-3215-9558（長尾）

こ く さい ぶ

④カトリック桜 町 教 会 国際部にほんごクラス
さくらまちきょうかい

た か ま つ し さくらまち

□カトリック桜 町 教 会 （高松市 桜 町 1-8-9）
み と よ し こくさいこうりゅうきょうかい

に ほ ん ご きょうしつ

⑭三豊市国際 交 流 協 会
たかせちょうこうみんかん

◇日本語 教 室
さ ん か ひ

み と よ し たかせちょう し も か つ ま

どよう

に ほ ん ごこうざ

○土曜 9:30～11:30

◇日本語講座
じゅこうりょう

にちよう

むりょう

○日曜 12:00～15:00（3 クラス）

◆受 講 料：無料

た ようぼう

にちよう

おう

ずいじ

※その他要望に応じて随時

○日曜 14:00～16:00
☎0875-56-5121

おか

なかごし

☎087-831-7455（岡・中越）

にほんご

⑩日本語「まんのう」
しじょうこうみんかん

ちょうこくさいこうりゅうきょうかい

⑨まんのう 町 国際 交 流 協 会

（まんのう 町 吉野下281-1）

じゅこうしゃ

ばしょ

じ か ん とう

※受講者の希望により、場所・時間等は

に ほ ん ご きょうしつ

おうそうだん

じゅこうりょう

さ ん か ひ

◇日本語 教 室

きぼう

◆受 講 料：無料
きんよう

（高松市番 町 2-3-5）

たかまつ し こくさいこうりゅうきょうかい

②高松市国際 交流 協会

さ ん か ひ

かいかん

うつみ

☎080-2990-5917（内海）

作成：公益財団法人香川県国際交流協会 2016 年 12 月末現在

□アイパル香川【I-PAL】
たかまつしばん ちょう

に ほん ご

むりょう

かいわ

◇日本語会話クラブ

◆参加費：無料

☎0877-75-0200（かりん会館）

かがわ

（高松市番 町 1-11-63）

◇日本語フリークラス
むりょう

◆参加費：無料

○第１･３金曜 19:30～21:00

たかまつしばん ちょう

に ほん ご

応相談

むりょう

かい

□四番丁コミュニティーセンター

◇日本語講座

ちょう よ し の し も

に ほん ご

③日本語サークル「わ」の会
よばんちょう

に ほ ん ごこうざ

□四条公民館

だい

むりょう

◆参加費：無料

□高瀬町公民館（三豊市高瀬町下勝間2347）

さ ん か ひ

ど よう

○土曜 13:30～15:15
とみた

☎090-2893-6352（冨田）
✉j_wanokai@mail.goo.ne.jp

むりょう

◆参加費：無料
にち よう

○日曜 13:00～16:00
☎087-837-6003

か がわけんこくさいこうりゅうきょうかい

①香川県国際 交流 協会
かがわ

たかまつしばん ちょう

□アイパル香川【I-PAL】
（高松市番 町 1-11-63）
に ほん ご

に ほん ご こう ざ

◇日本語サロン

◇日本語講座
じゅこうりょう

はんとし

◆受講料：\4,000[半年]
もくよう

○木曜 10:00～12:00（2 クラス）
どよう

土曜 10:00～
☎087-837-5908

（5 クラス）

さ ん か ひ

むりょう

◆参加費：無料
かよう

○火曜 10:00～12:00
もくよう

木曜 18:00～20:00

日本語
公益財団法人 香川県国際交流協会

①

・アイパル香川
◆日本語講座
木曜 10:00～12:00 （2クラス）
土曜 10:00～
（5クラス）
受講料：￥4000（半年）
◆日本語サロン
火曜 10:00～12:00
木曜 18:00～20:00
参加費：無料
☎ 087-837-5908

公益財団法人 高松市国際交流協会
②

・アイパル香川
◆日本語会話クラブ
日曜 13:00～16:00
参加費：無料
☎087-837-6003

日本語サークル「わ」の会

③

公益财团法人

高松市国际交流协会

・I-PAL香川
◆日语会话俱乐部
周日 13:00-16:00
参加费：免费
☎087-837-6003

日语「WA」俱乐部

Español

한국어

Kagawa Prefecture International
Exchange Association

Kagawa Prefecture International
Exchange Association

Associação de Intercâmbio Internacional
da Prov. de Kagawa

Asociación de Intercambio
Internacional de Kagawa

재단법인 가가와현 국제교류협회

・I-PAL KAGAWA
◆Japanese Classes
Thu. 10:00-12:00 (2 Class)
Sat. 10:00(5 Classes)
Class Fee: ￥ 4,000 (half year)
◆Japanese Language Salon
Tue. 10:00-12:00
Thu. 18:00-20:00
Participation Fee : free
☎ 087-837-5908

Takamatsu International Association
・I-PAL KAGAWA
◆Japanese Conversation Club
Sun. 13:00-16:00
Participation Fee : free
☎ 087-837-6003

Japanese Circle “Wa”no kai

・I-PAL KAGAWA
◆Klase ng Wikang Hapon
Hwe. 10:00-12:00 (2 klase)
Sab. 10:00(5 klase)
Bayad:￥4,000(kalahating taon)
◆Salon Para sa Wikang Hapon
Mar. 10:00-12:00
Hwe. 18:00-20:00
Walang bayad
☎ 087-837-5908

Takamatsu International Association
・I-PAL KAGAWA
◆Pakikipag-usap gamit ang wikang Hapon
Lng. 13:00-16:00
Walang bayad
☎ 087-837-6003

Japanese Circle “Wa” no kai

・I-PAL KAGAWA
◆Curso de japonês
Qui. 10:00～12:00 (2 classe em grupo)
Sáb. 10:00～
(5 classes em grupo)
Custo do curso: ￥4,000 (semestre)
◆Aula livre de japonês
Ter. 10:00～12:00
Qui. 18:00～20:00
Custo de participação: Gratuito
☎087-837-5908

Associação Internacional da Pref. de Takamatsu
・I-PAL KAGAWA
◆Aula de conversação japonesa
Dom. 13:00～16:00
Custo de participação: Gratuito
☎087-837-6003

Grupo de Japonês “Wa” no kai

・I-PAL KAGAWA
◆Clase de japonés
Jue. 10:00-12:00 (2 clase en grupo)
Sáb. 10:00(5 clases en grupo)
Costo del curso :￥4,000 (semestre)
◆Aula libre de japonés
Mar. 10:00-12:00
Jue. 18:00-20:00
Costo de participación : gratuito
☎ 087-837-5908

Asociación Internacional de Takamatsu
・I-PAL KAGAWA
◆Club de conversación
Dom. 13:00-16:00
Costo de participación : gratuito
☎ 087-837-6003

Círculo de Japonés “Wa” no kai

・아이팔 가가와
◆일본어 강좌
목요일 10:00-12:00 （2개반）
토요일 10:00(5개반）
수강료 : ￥4,000 (6개월)
◆일본어 살롱
화요일 10:00-12:00
목요일 18:00-20:00
참가비 : 무료
☎ 087-837-5908

재단법인 다카마쓰시 국제교류협회
・아이팔 가가와
◆일본어 회화클럽
일요일 13:00-16:00
참가비 : 무료
☎087-837-6003

일본어서클 ‘와노카이’

・Sentro ng Pamayanan ng Yobancho

・Centro Comunitário Yonbancho

・Centro comunitario de Yobancho

・욘반초 커뮤니티센터

◆日本語フリークラス
土曜 13:30～15:15
参加費：無料
☎090-2893-6352(冨田)

◆自由学习日语班级
周六 13:30-15:15
参加费：免费
☎090-2893-6352(冨田)

◆Free Style Japanese Class
Sat. 13:30-15:15
Participation Fee : free
☎090-2893-6352 (Tomita)

◆Free-Style na Klase ng Wikang Hapon
Sab. 13:30-15:15
Walang bayad
☎090-2893-6352 (Tomoita)

◆Aula livre de japonês
Sáb. 13:30～15:15
Custo de participacão: Gratuito
☎090-2893-6352 (Tomoita)

◆Clase libre de japonés
Sáb. 13:30-15:15
Costo de participación : gratuito
☎090-2893-6352 (Tomoita)

◆일본어 프리 클래스
토요일 13:30-15:15
참가비 : 무료
☎090-2893-6352 (Tomita)

天主教樱町教会
国际部日语班

Japanese Classes, International Division,
Sakuramachi Catholic Church

Sakuramachi Catholic Church
International Division Japanese Class

Igreja Católica de Sakuramachi
Aula de japonês do grupo internacional

División internacional de la Iglesia
Católica Sakuramachi Clase de japonés

카톨릭 사쿠라마치 교회
국제부 일본어 클래스

・カトリック桜町教会
◆日本語教室
土曜 9:30～11:30
日曜 12:00～15:00 (3クラス)

▪ 天主教樱町教会
◆日语教室
周六 9:30-11:30
周日 12:00-15:00(3个班级)

・Sakuramachi Catholic Church
◆Japanese Classes
Sat. 9:30-11:30
Sun. 12:00-15:00 (3 Classes)

・Sakuramachi Catholic Church
◆ Klase ng Wikang Hapon
Sab. 9:30～11:30
Lng. 12:00-15:00 (3 klase)

・Igreja Católica de Sakuramachi
◆Aula de japonês
Sáb. 9:30～11:30
Dom. 12:00～15:00 (3 classes em grupo)

・Iglesia Católica Sakuramachi
◆Clase de japonés
Sáb. 9:30 - 11:30
Dom. 12:00-15:00 (3 clases en grupo)

※受講生の希望により場所・時間等は応相談

※根据听课者的意愿商定听课时间和地点

※Time and place negotiable based on the student's request

※Maaring magbago ang oras at lugar ayon sa hiling ng
estudyante.

※O lugar e o horário das aulas serão estabelecidos a pedido dos
alunos, e, dependerá da disponibilidade do professor.

※El lugar y el horario de las clases serán establecidos a pedido
※수강생에 맞춰 장소・시간 등은 협의
de los alumnos y dependiendo de la disponibilidad del profesor.

参加費：無料
☎087-831-7455（岡・中越）

参加费：免费
☎087-831-7455（冈・中越）

Participation Fee : free
☎087-831-7455 (Oka, Nakagoshi)

Walang bayad
☎087-831-7455 (Oka,Nakagoshi)

Custo de participação: Gratuito
☎087-831-7455 (Oka, Nakagoshi)

Costo de participación : gratuito
☎087-831-7455 (Oka,Nakagoshi)

◆日本語学習講座
＊水曜 19:00～20:50
＊第3日曜 10:00～11:50
・大内公民館2F
＊金曜 13:15～15:15
・市交流プラザ
入会金：￥500 受講料：無料
☎0879-26-1350

・三木町防災センター
◆日本語教室
土曜 10:00～12:00
参加費：無料
☎087-891-3314（三木町教育委員会）
丸亀市国際交流協会

⑦

・I-PAL香川
◆日语讲座
周四 10:00-12:00 (2个班级)
周六 10:00(5个班级)
听课费：4000日元(半年)
◆日语沙龙
周二 10:00-12:00
周四 18:00-20:00
参加费：免费
☎087-837-5908

Português

・Yobancho Community Center

三木町日本語ひろば
《ボランティアの会》
⑥

香川县国际交流协会

Tagalog

・在四番丁社区中心

東かがわ市国際交流協会

⑤

公益财团法人

English

・四番丁コミュニティーセンター

カトリック桜町教会
国際部にほんごクラス

④

汉語

・生涯学習センター
◆日本語水曜教室
水曜 19:00～21:00 （2クラス）
受講料：￥2,000 （半年)
◆にほんご日曜教室
日曜 10:00～12:00
参加費：￥１00 （１回）
☎0877-56-1771

东香川市国际交流协会
◆日语学习讲座
＊周三 19:00-20:50
＊第3周日 10:00-11:50
・大内公民馆 2F
＊周五 13:15-15:15
・市交流广场
入会费：500日元
听课费：免费
☎0879-26-1350

三木町日语广场
《志愿者俱乐部》
・三木町防灾中心
◆日语教室
周六 10:00-12:00
参加费：免费
☎087-891-3314(三木町教育委员会)
丸龟市国际交流协会
・生涯学习中心
◆日语星期三教室
周三 19:00-21:00 (2个班级)
听课费：2000日元(半年)
◆日语星期天教室
周日 10:00-12:00
参加费：100日元(1次)
☎0877-56-1771

Higashikagawa International
Exchange Association
◆Japanese Classes + Tutoring
＊Wed. 19:00-20:50
＊3rd Sun. 10:00-11:50
・Ochi Community Center 2F
＊Fri. 13:15-15:15
・Higashikagawa City Community PLAZA
Enrollment Fee: ￥500, Class Fee: free
☎0879-26-1350

Miki Japanese Square
《Volunteer group》
・Miki Town Disaster Prevention Center
◆Japanese Class
Sat. 10:00-12:00
Participation Fee : free
☎087-891-3314 （Miki Board of Education）
Marugame International
Exchange Association
・Marugame Lifelong Learning Center
◆Wednesday Japanese Classes
Wed. 19:00-21:00 (2 Classes)
Participation Fee : ￥2,000 (half year)
◆Sunday Japanese Class
Sun. 10:00-12:00
Participation Fee : ￥100 （per participation）
☎0877-56-1771

Higashikagawa International
Exchange Association
◆Klase at Pagsasanay ng Wikang Hapon
＊Mye. 19:00-20:50
＊Ika-3 na Lng. 10:00-11:50
・Ochi Community Center 2F
＊Bye. 13:15-15:15
・Higashikagawa City Community PLAZA
Bayad sa Pagpapatala：￥500, Klase：Walang bayad
☎0879-26-1350

Miki Japanese Square
《Grupo ng mga Volunteer》
・Sentro ng Pagsansala ng Sakuna ng Barangay Miki
◆ Maliit na Klase
Sab. 10:00-12:00
Walang bayad
☎087-891-3314 (Miki Board of Education)
Marugame International
Exchange Association
・Marugame Lifelong Learning Center
◆Klase ng Wikang Hapon sa Miyerkules
Mye. 19:00-21:00 (2 klase)
Bayad :￥2,000 (kalahating taon)
◆Klase ng Wikang Hapon sa Linggo
Lng. 10:00-12:00
Bayad :￥100 （kada klase）
☎0877-56-1771

Associação de Intercâmbio Internacional
da Pref. de Higashikagawa
◆Aula em grupo + Aula individual de japonês
＊Qua. 19:00～20:50
＊3º Dom. do mês 10:00～11:50
・Centro comunitário de Ochi 2F
＊Sex. 13:15～15:15
・Centro comunitário de Higashikagawa
Custo de ingresso :￥500
Custo do curso: Gratuito
☎0879-26-1350

Praça de Japonês de Sub Pref. de Miki
《Grupo de voluntários》
・Centro de refúgio da cidade de Miki
◆Aula de japonês
Sáb. 10:00～12:00
Custo de participação: Gratuito
☎ 087-891-3314 (Comissão de Educação da Sub pref. de Miki)
Associação de Intercâmbio Internacional
da Pref. de Marugame
・Centro de Estudos da Vida
◆Aula de japonês de quarta-feira
Qua. 19:00～21:00 (2 classes)
Custo do curso: ￥2,000 (semestre)
◆Aula de japonês de domingo
Dom. 10:00～12:00
Custo de participação: ￥100 （por vez）
☎0877-56-1771

Asociación de Intercambio Internacional
de Higashikagawa
◆Clase en grupo ＋ Clase individual de japonés
＊ Mié. 19:00 - 20:50
＊ 3er. Dom. 10:00-11:50
・Centro de la Comunidad de Ochi 2F
＊Vie. 13:15-15:15
・Centro de la Comunidad de Higashikagawa
Costo de ingreso : ￥500
Costo del curso : gratuito
☎0879-26-1350

Plaza de Japonés “Miki”
《Agrupacion de voluntarios》
・Centro de evacuación de Miki
◆Clase de japonés
Sáb. 10:00-12:00
Costo de participación : gratuito
☎ 087-891-3314(Comité de Educación del Pueblo de Miki)
Asociación de Intercambio Internacional
de Marugame
・Centro de Estudios de por Vida
◆Clase de japonés del miércoles
Mié. 19:00-21:00 (2 clases en grupo)
Costo del curso : ￥2,000 (semestre)
◆Clase de japonés del domingo
Dom. 10:00-12:00
Costo de participación : ￥100 (de una vez)
☎ 0877-56-1771

・카톨릭 사쿠라마치 교회
◆일본어 교실
토요일 9:30-11:30
일요일 12:00-15:00 (3 클래스）

참가비 : 무료
☎087-831-7455 (Oka,Nakagoshi)

히가시카가와시 국제교류협회
◆일본어 학습강좌
*수요일 19:00-20:50
*제3 일요일 10:00-11:50
・오치 공민관 2F
*금요일 13:15-15:15
・시 교류프라자
가입비 : ￥500
수강료 ： 무료
☎0879-26-1350

미키초 일본어광장
《자원봉사회》
・미키초 방재센터
◆일본어 교실
토요일 10:00-12:00
참가비 : 무료
☎087-891-3314(미키초 교육위원회)
마루가메시 국제교류협회
・생애학습센터
◆일본어 수요교실
수요일 19:00-21:00（2개반）
수강료：￥2,000（6개월)
◆일본어 일요교실
일요일 10:00-12:00
참가비：￥100（１회）
☎0877-56-1771

⑧

日本語

汉語

English

Tagalog

Português

Español

한국어

たどつ日本語交流の会
【たにこ】

多度津日语交流俱乐部
【Taniko】

Tadotsu Japanese Exchange Meeting
【Taniko】

Tadotsu Japanese Exchange Meeting
【Taniko】

Grupo de Intercâmbio em Japonês de Tadotsu
【Taniko】

Grupo de Intercambio en Japonés de Tadotsu
【Taniko】

다도쓰 일본어교류회
【다니코】

・多度津町総合福祉センター
◆日本語で交流
第2･4日曜 13:30～15:30
参加費：無料
☎090-6280-6917(木下)

・多度津町综合福祉中心
◆用日语交流
第2･4周日 13:30-15:30
参加费：免费
☎090-6280-6917(木下)

まんのう町国際交流協会

⑨

满浓町国际交流协会

※Time and place negotiable based on the student's request

※Maaaring magbago ang oras at lugar ayon sa hiling ng ※O lugar e o horário das aulas serão estabelecidos a pedido dos
estudyante.
alunos, e, dependerá da disponibilidade do professor.

※El lugar y el horario de las clases serán establecidos a pedido
※수강생에 맞춰 장소・시간 등은 협의
de los alumnos y dependiendo de la disponibilidad del profesor.

受講料：無料
☎0877-75-0200（かりん会館）

听课费：免费
☎0877-75-0200(花梨木会馆)

Participation Fee : free
☎0877-75-0200 (Karin Hall)

Walang bayad

Costo del curso : gratuito
☎ 0877-75-0200(Salón Karin)

・四条公民館
◆日本語教室
第1・3金曜 19：30～21：00
受講料：無料
☎080-2990-5917（内海）

・三野町公民館
◆日本語教室
日曜 13：00～16：00
受講料：無料
☎090-3215-9558(長尾)

◆日本語教室
＊第1～4火曜 19：00～20：30
・さぬき市大川公民館
＊土曜 13：00～15:00
・尾端宅
参加費：無料
☎087-894-1660

・四条公民馆
◆日语教室
第1･3周五 19:30-21:00
听课费：免费
☎080-2990-5917(内海)

三丰日语教室
・三野町公民馆
◆日语教室
周日 13:00-16:00
听课费：免费
☎090-3215-9558(長尾)

赞岐市日语志愿者会
◆日语教室
＊第1～4周二 19:00-20:30
・赞岐市大川公民馆
＊周六 13:00-15:00
・尾端女士私宅
参加费：免费
☎087-894-1660

(さぬき市男女共同参画・国際交流推進室)

(赞岐市男女共同参与 国际交流推进室)

☎0879-43-3068（尾端）

☎0879-43-3068（尾端）

◆日本語教室
第1～4日曜 14:00～15:30
参加費：無料
☎0877-44-5000

公益財団法人 三豊市国際交流協会

坂出市国际交流协会
日语＠坂出

・Shijo Community Center
◆Japanese Class
1st & 3rd Fri. 19:30-21:00
Participation Fee : free
☎080-2990-5917 （Utsumi）

Japanese “Manno”
・Shijo Community Center
◆Klase ng Wikang Hapon
Ika-1 at 3 na Bye. 19:30-21:00
Walang bayad
☎080-2990-5917 (Utsumi )

Mitoyo Japanese School
・Mino-cho Community Center
◆Japanese Class
Sun. 13:00-16:00
Participation Fee : free
☎090-3215-9558 (Nagao)

Sanuki-shi Japanese Volunteer Meetings
◆Japanese Classes
＊1st - 4th Tue. 19:00-20:30
・Sanuki-shi Okawa Community Center
＊ Sat. 13:00-15:00
・In Ms.Obana's house
Participation Fee : free
☎087-894-1660
(Sanuki City, Gender Equality and Equal Participation,
International Exchange Promotion Office)
☎0879-43-3068（Obana）

Sakaide International Association
Japanese ＠ Sakaide

Custo do curso: Gratuito
☎ 0877-75-0200 (Salão Karin)

Japonês “Manno”
・Centro comunitário de Shijo
◆Aula de japonês
1ª e 3ª Sex. do mês 19:30～21:00
Custo do curso: Gratuito
☎080-2990-5917 (Utsumi)

Mitoyo Japanese School
・Mino-cho Community Center
◆Klase ng Wikang Hapon
Lng. 13:00-16:00
Walang bayad
☎ 090-3215-9558(Nagao)

Sanuki-shi Japanese Volunteer Meetings
◆Klase ng Wikang Hapon
＊Tuwing una hanggang ikaapat ng Mar. 19:00-20:30
・Sanuki-shi Okawa Community Center
＊Sab. 13:00-15:00
・Sa tahanan ni Ms. Obana
Walang bayad
☎ 087-894-1660

Aula de Japonês de Mitoyo
・Centro comunitário de Mino-cho
◆Aula de japonês
Dom. 13:00～16:00
Custo do curso: Gratuito
☎090-3215-9558(Nagao)

Grupo de Voluntários de Japonês
da Pref. de Sanuki
◆Aula de japonês
＊Da 1ª até a 4ª Ter. do mês 19:00～20:30
・Centro comunitário de Sanuki-shi Okawa
＊Sáb. 13:00～15:00
・Na casa da Sra. Obana
Custo de participação: Gratuito
☎087-894-1660

◆일본어 강좌

Japonés “Manno”
・Centro de la Comunidad de Shijo
◆Clase de japonés
1er. y 3er. Vie.
19:30-21:00
Costo del curso : gratuito
☎080-2990-5917 (Utsumi)

・Centro de la Comunidad de Mino-cho
◆Clase de japonés
Dom. 13:00-16:00
Costo del curso : gratuito
☎ 090-3215-9558(Nagao)

◆Clase de japonés
＊Del 1er. al 4to. Mar.
19:00-20:30
・Centro de la Comunidad de Sanuki-shi Okawa
＊Sáb. 13:00-15:00
・En la casa de la Sra.Obana
Costo de participación : gratuito
☎087-894-1660

미토요 일본어교실
・미노 공민관
◆일본어 교실
일요일 13：00-16：00
수강료 : 무료
☎090-3215-9558(Nagao)

사누키시 일본어 자원봉사회
◆일본어 교실
* 제1~4 화요일 19:00-20:30
・사누키시 오카와 공민관
*토요일 13:00-15:00
・오바나 씨 자택
참가비：무료
☎087-894-1660

(Opisina ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian at
pantay na pakikilahok at International Exchange ng
lungsod ng Sanuki)

(Planejamento de Igualdade de Gênero, Escritório de Intercâmbio (Planeamiento de igualdad de género,oficina de intercambio
Internacional da cidade de Sanuki）
internacional de Ciudad de Sanuki)

（사누키시 남녀공동참획・국제교류추진실）

☎0879-43-3068（Obana）

☎0879-43-3068（Obana）

☎0879-43-3068（Obana）

Sakaide International Association
Japanese ＠ Sakaide

Associação Internacional da Pref. de Sakaide
Japonês ＠ Sakaide

☎0879-43-3068（Obana）

・Biblioteca Comemorativa Ohashi

・Biblioteca Conmemorativa Ohashi

◆日语教室
第1～4周日 14:00-15:30
参加费：免费
☎0877-44-5000

◆Japanese Class
1st - 4th Sun. 14:00-15:30
Participation Fee : free
☎0877-44-5000

◆Klase ng Wikang Hapon
Tuwing una hanggang ikaapat ng Lng. 14:00-15:30
Walang bayad
☎0877-44-5000

◆Aula de japonês

◆Clase de japonés
Del 1er. al 4to. Dom. 14:00-15:30
Costo de participación : gratuito
☎0877-44-5000

Mitoyo International Exchange Association

Do 1o até o 4o Dom. do mês
14:00～15:30
Custo de participação: Gratuito
☎0877-44-5000

Associação de Intercâmbio Internacional
da Pref. De Mitoyo

사카이데시 국제교류협회
니혼고＠사카이데

Asociación Internacional de Sakaide
Japonés ＠ Sakaide

・Ohashi Memorial Library

Mitoyo International Exchange Association

・시조 공민관
◆일본어 교실
제1・3금요일 19:30-21:00
수강료 :무료
☎080-2990-5917（Utsumi）

Grupo de Voluntarios de Japonés de Sanuki

・Ohashi Memorial Library

三丰市国际交流协会

일본어 ‘만노’

Clase de Japonés de Mitoyo

・大桥纪念图书馆

公益财团法人

수강료 : 무료
☎0877-75-0200（가린 회관）

Asociación de Intercambio Internacional
de Mitoyo

・ 사카이데 시립 오하시 기념 도서관
◆일본어 교실
제1~4 일요일 14:00-15:30
참가비：무료
☎0877-44-5000

재단법인 미토요시 국제교류협회

・高瀬町公民館

・高濑町公民馆

・Takase-cho Community Center

・Takase-cho Community Center

・Centro comunitário de Takase-cho

・Centro de la Comunidad de Takase-cho

・다카세쵸 공민관

◆日本語講座

◆日语讲座

◆Japanese Class

◆Klase ng Wikang Hapon

◆Aula de japonês

◆Clase de japonés

◆일본어 강좌

日曜 14：00～16：00

周日

14:00-16:00

Sun. 14:00-16:00

Lng. 14:00-16:00

Dom. 14:00～16:00

Dom. 14:00-16:00

일요일

14:00-16:00

受講料：無料

听课费：免费

Participation Fee : free

Walang bayad

Custo do curso: Gratuito

Costo del curso : gratuito

수강료 : 무료

☎0875-56-5121

☎0875-56-5121

☎0875-56-5121

☎ 0875-56-5121

☎0875-56-5121

☎ 0875-56-5121

☎0875-56-5121

香川まるがめ子どもにほんごひろば

⑮

Japanese “Manno”

日语「满浓」

◆Clase de japonés

만노초 국제교류협회

※根据听课者的意愿商定听课时间和地点

☎0877-75-0200 (Karin Hall)

◆Curso de japonês

Asociación de Intercambio Internacional
de Manno

※受講生の希望により場所・時間等は応相談

・坂出市立大橋記念図書館

⑭

Associação de Intercâmbio Internacional
da Sub Pref. de Manno

・다도쓰초 종합복지센터
◆일본어 교류
제 2・4일요일 13:30-15:30
참가비 : 무료
☎090-6280-6917 (Kinoshita)

◆Klase ng Wikang Hapon

坂出市国際交流協会
にほんご＠坂出
⑬

2º e 4º Dom. do mês 13:30～15:30
Custo de participação: Gratuito
☎090-6280-6917 (Kinoshita)

・Centro de Asistencia Social General de Tadotsu
◆Intercambio en japonés
2do. y 4to. Dom.
13:30-15:30
Costo de participación : gratuito
☎ 090-6280-6917 (Kinoshita)

◆Japanese Class

さぬき市日本語ボランティアの会

⑫

Manno International Exchange Association

・Centro de Assistência Social Geral de Tadotsu
◆Intercâmbio em japonês

◆日语讲座

みとよ日本語教室
⑪

Manno International Exchange Association

・Tadotsu Welfare Hall (Fukushi Center)
◆Pakikipag-usap sa Wikang Hapon
Ika-2 at 4 na Lng. 13:30-15:30
Walang bayad
☎090-6280-6917 (Kinoshita)

◆日本語講座

日本語「まんのう」
⑩

・Tadotsu Welfare Hall (Fukushi Center)
◆Japanese Conversation
2nd & 4th Sun. 13:30-15:30
Participation Fee : free
☎090-6280-6917 (Kinoshita)

丸龟少儿日语广场

Marugame Japanese Ｐｌａｚａ

Marugame Na Klaseng Hapon

Associação de Intercâmbio Internacional
da Pref. de Marugame

Plaza de Japonés en Marugame

가가와 마루가메 어린이 일본어교실

・丸亀市城乾コミュニティーセンター2F

・丸龟市城乾交流中心2F

・Marugame Joken Community Center 2F

・Marugame Jouken Community Center 2F

・Centro comunitário de Marugame Joken 2F

・Centro Comunitario Joken de la ciudad de Marugame 2F

・마루가메시 조켄 커뮤니티센터 2층

◆子ども（7～12歳）対象の日本語教室

◆少儿日语教室，听课对象是7～12岁的孩子

◆Japanese Class for children (ages 7～12)

◆Klase ng Wikang Hapon para sa mga bata (edad 7-12)

◆Aula de japonês para as crianças de 7 a 12 anos.

◆Clase de japonés para niños de 7 a 12 años

◆일본어 교실

第2・4土曜

10:00～12:00

長期休暇中（3・8・12月）は別途指定日を設定

第2・4周六

10:00-12:00

3・8・12月份放长假时上课时间另行通知

2nd & 4th Sat. 10:00-12:00

Ika-2 at 4 na Sab. 10:00-12:00

2º e 4º Sex. Sáb.

10:00～12:00

2do. y 4to. Sáb. 10:00-12:00

제 2・4 토요일 10:00~12:00

Long school holidays in August, December, and March will Ang mahabang klase sa Agosto,Disyembre at Marso ay
have different schedules.
may ibang iskedyul.

Nas férias escolares de agosto, dezembro e março, haverá um horá
rio de aula diferente.

En las vacaciones escolares largas de agosto, diciembre y marzo
3・8・12월은 별도로 날짜 지정
habrá un horario de clases diferente.

参加費：無料

参加费：免费

Participation Fee : free

Walang bayad

Custo de participação: Gratuito

Costo de participación : gratuito

참가비：무료

☎080-3921-9414（安藤）

☎080-3921-9414（安藤）

☎080-3921-9414（Ando）

☎080-3921-9414 （Ando）

☎080-3921-9414 （Ando）

☎ 080-3921-9414（Ando）

☎080-3921-9414（Ando）

