
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（I-PAL)の意味 

I-PAL KAGAWA:Kagawa International Exchange Center
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�香川県国際交流協会は、今から２０年前の平成元年１０月３１日に設立され、現在は既に撤去されている高松市丸の内にあった香川県
丸の内分庁舎（旧高松北警察署）２階に事務所が置かれました。平成７年に高松市番町のアイパル香川（旧香川県立図書館）に事

務所を移し、現在に至っております。アイパル通信２００９年１０月号は設立２０周年記念特集号として�香川県国際交流協会のこれまで
の歩みをご紹介する予定ですので、ご期待下さい！

香川県・陝西省友好県省提携１５周年
�香川県国際交流協会設立２０周年
～書画展示・交流会～ が開催されます！

本年は香川県と陝西省が友好県省提携をして１５周年の節目であり、これを記念して、陝西省から友好代表団が来県しま

す。代表団には、陝西省を代表する書画芸術家も含まれ、アイパル香川にて書画作品を展示するほか、日本の書道家と交

流をはかります。是非、会場に足を運んでください。

展示／平成２１年４月１４日（火）～１９日（日） アイパル香川１階アイパルプラザ

交流／平成２１年４月１４日（火）１４：００～１７：００（予定）アイパル香川３階大会議室

平成元年に�香川県国際交流協会の事務
所が置かれた香川県丸の内分庁舎（旧香

川県北警察署）

平成７年から協会の事務所が置かれて

いるアイパル香川（旧香川県立図書館）

４２００９
�香川県国際交流協会設立２０周年
平成２１年度イベントカレンダー

通訳等ボランティアを募集・派遣します！
世界の文化あれこれ

４月期アイパル香川外国語講座
I－PAL NEWS

Information（県内イベント情報）
任期を終えた国際交流員インタビュー＆挨拶
アイパル訪問・助成事業等募集中！

さらに！

を記念し、
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平成２１年度�香川県国際交流協会イ
四
月

外国人のための生活相談【依頼に応じて随時】
外国人のための法律相談【原則毎月第３金曜日（予約が必要）】

アイパル通信・The Kagawa Journal【４月・７月・１０月・１月発行】

日本語講座前期（水・木・土）【４月１５日（水）～９月３０日（水）】
日本語サロン前期（火・木）【４月～９月】

アイパル香川外国語講座（英・西・中・仏・独・韓・ポ・伊）４月期
【４月７日（火）～７月９日（木）】

民間国際交流団体への助成
通訳等ボランティア派遣事業
国際協力塾
グローバルセミナー
ホームステイ（受入家庭）ボランティア登録
民間国際交流団体への後援
留学生住宅確保支援事業

香川県・中国陝西省友好県省提携１５周年記念
�香川県国際交流協会設立２０周年記念香川県・陝西省交流書画展
【４月１４日（火）～１９日（日）】

アイパルふれあいデー 二胡ミニコンサート【４月１８日（土）】

五
月

春期国際理解講座【５月～７月】

六
月

夏季アイパル子どもクラブ【６月～７月】
海外技術研修員受入・研修事業【６月～１２月】
アイパルふれあいデー I－PALカフェ
すぐに役立つ外国人支援実務研修

七
月

外国語夏期特別講座
海外技術研修員日本語研修事業【７月～９月】
多言語 FMラジオ番組放送開設事業【７月～３月】
日本語ボランティア養成講座【７月～９月】

八
月

通訳等ボランティア研修（登録前事前研修）
通訳等ボランティアスキルアップ研修
夏期英語セミナー

九
月

アイパル香川外国語講座９月期【９月～１２月】
外国人による日本語弁論大会【９月２６日（土）】

きれいに出来上がる
かな？楽しみです

走って走って！

ブラジルの飲み物‘ガラ
ナ’なんですよ～。

【２００８．５．２４】▲二胡ミニコンサート
中国の楽器「二胡」の音色を楽しみました。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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・・・【依頼に応じて随時】

【２００８．６．７】▲春期国際理解講座
ソナと作ろう！韓国の美ーポシャギ
国際交流員に習ってポシャギを作りまし
た！

▲夏季アイパル子どもクラブ
外に出て、世界の遊びを体
験！ゲームを通して各国文化
を学びました。

【２００８．６．２８】

【２００８．７．１４】

▲I－PALカフェ
アメリカ・イギリス・韓
国・中国・ドイツの国際交
流員と一緒にお茶を飲みな
がら楽しく。

【２００８．９．２３】
▲かがわ国際フェスタ２００８プレイベント『日本
人ブラジル移住１００周年記念ブラジル移住ドキ
ュメンタリー上映＆岡村監督トークショー』
上映会のあとはブラジルのコーヒーやお菓
子を味わいながら和やかにトークショー。
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ベントカレンダー
十
月

日本語講座後期（水・木・土）【１０月～３月】
日本語サロン後期（火・木）【１０月～３月】
秋期国際理解講座【１０月～１２月】
�香川県国際交流協会設立２０周年記念国際講演会
日本語ボランティア養成講座【１０月～１２月】

十
一
月

かがわ国際フェスタ【１１月１日（日）】
冬季アイパル子どもクラブ【１１月～１２月】
通訳等ボランティアスキルアップ研修（医療通訳）

十
二
月

アイパルふれあいデー（I－PALカフェ、ミニコンサート）

一
月

アイパル香川外国語講座１月期【１月～３月】
冬期国際理解講座【１月～３月】

二
月

国際協力セミナー

三
月

海外留学・ワーキングホリデー情報フェア

▲秋期国際理解講座
アメリカのバレンタイン事情

アメリカでは、バレンタインデーに大切
な人にカードを贈ります。アメリカのバ
レンタインの話を聞きながら、かわいい
カードを作りました。

▲冬季アイパル子どもクラブ
国際交流員と楽しくハロウィンパーテ
ィ！

▲国際協力セミナー
国際理解を切り口に、地域と地球のつな
がりについて、講師を招き、ワークショ
ップを通して学びました。

さあ、
みんなで
踊りましょう！

みんな
ノリノリ！

はいはい、みんな
ちゃんと聞いて！

愛を込めて作りましょう！
相手を思い浮かべながらね…。

通訳等ボランティアを募集・派遣しています！
�香川県国際交流協会では、日本語の困難な在県外国人の皆さんをサ
ポートし、県民等の国際理解を促進するため、通訳等のボランティアで
活動いただける方を募集しています。奮ってご応募下さい。登録者には
各種スキルアップ研修もあります。

【登録方法・派遣依頼方法】
「ボランティア登録申込書」「派遣依頼書」を記入し、郵送又は FAX
（登録の場合はメール（toroku@i－pal.or.jp/）も可）でお申込下さい。
（様式はアイパル香川HPからもダウンロードできます）
※正式登録には後日ご案内する集合研修の受講が必要になります。

�香川県国際交流協会では平成２１年度に下記の事業を予定して
います。
なお、予定につき、内容・期日は変更になる場合があります。

▲国際講演会
日本人ブラジル移住１００周年を記念して、
北伯香川県人会長が講演。

【２００８．１０．１０】

【２００８．１０．１】

▲かがわ国際フェスタ２００８
『ブラジル移住の歴史から学ぶ多文化共生フォーラム』
日本人ブラジル移住１００周年をきっかけに多文化共生に
ついて考えました。

【２００８．１０．５】▲かがわ国際フェスタ２００８
『グランドフィナーレ』

ブラジルのサンバでフィナーレ！

【２００９．２．１３】

【２００８．１０．２５】 【２００９．２．２２】

【２００９．３．７】

【２００９．３．１】
▲スキルアップ研修（医療・教育通訳、災害時）
※写真は昨年度のものを使用しています。
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リュウ テイ

「日本と中国の違い」 劉 � （中国／西安出身）

空港から寮へ向かう道中に車窓から見た印象というと、一番多かったのは、綺麗な国・綺麗な町・綺麗な道
路でした。そして、自動販売機が多い、ロードミラーが多い、うどん屋さんが多い、人間が少ないとの印象が
続きます。更には、道幅が狭い、交差点が多い、信号が多いとなり、そして高速のサービスエリアのレストラ
ンに入ったところ、服務員（店員）のとても丁寧な対応に驚いていました。 日本人と中国人は顔も似ている
し、漢字も共用しているし、食生活もだいたい同じですから、風俗習慣や文化もそれ程違わないと思っていま
したが、実はそうではなかったです。特に表に現れない意識、考え方などは日本と中国の間にはかなりの違い
があります。
日本人は親類や友人を訪れる時や、人に何か頼み事をする時によく贈り物をします。この点は中国もだいたい同じですが、日

本人はお世話になった後に、依頼ごとの結果によって贈り物をするのが一般的なのに対して、中国人は普通事前に贈ります。人
に頼み事をする以上、まず気持ちを表さなければならないと考えるからです。
また、日本人は普段お世話になった人に感謝の気持ちを表すために、『お中元』や『お歳暮』の贈り物をします。中国人は日

本人のように習慣的に『お中元』、『お歳暮』の時期に贈り物をするのではなくて、たいてい親類や友達を訪ねる時とか、誕生日
などのお祝いや、人に何か頼み事をする時に贈り物をします。
贈り物に関する数字は、日本人は奇数を好み、ご祝儀も１万円、３万円、５万円を出すことが多いし、贈り物をする場合も奇

数が多いです。中国人は逆に偶数を好み、贈り物をする場合ほとんど偶数です。特に結婚のお祝いは必ず偶数で『対になって、
共に白髪になるまで添い遂げる』の意味なので、これが奇数なら何となく不吉に思われます。
日本では新築祝いや結婚祝いなどに置き時計を贈るのは平気です。中国人は置き時計を贈られるのがあまり好きじゃないです。

特に年寄りは嫌がります。『置き時計を贈る』というのは中国語では『送鐘』です．そして『送鐘』は『臨終を看取る』の『送
終』とまったく同じ発音ですので中国人の習慣からすれば、それは不吉な物となります。とにかく縁起の悪い文字と同じ発音の
物は嫌われます。これは日本人が『四』という数を嫌うのと同じです。
数字に対して、日本人は『四』と『九』を好まないですが、中国人は『十三』という数があまり好きじゃないです。時計に『十

三』という数はないため、真ん中の十二時よりも行き過ぎている、傾いていることから『十三』又は『十三点』
と言って、ののしる言葉にも使われるからです。
色のもつ意味も中国と日本ではちょっと違います。中国では、赤はめでたいこと、結婚、誕生などの行事や

お祝いに欠かせない色です。昔のお嫁さんは真っ赤な洋服を着ることが多かったが、今でも純白のウエディン
グ・ドレスを着ても、赤い花やピンなどを、必ず身体のどこかにつけています。お年玉の袋も真っ赤で、年賀
状も赤色が多いです。逆に、白は不幸を表します。お葬式の時に白い花をつけます。
相違点を比べる事によって、お互いに理解し合い、認めあうことは楽しいことかもしれませんネ。

「日本では当たり前、韓国は？？？」
イム ソ ナ

林 善雅 （韓国／江原道 春川市出身）

皆さんは外国に行った時、日本とは違う
習慣で驚いたがありますか。一番近い国と
言われている韓国から来た私でさえも日本
に来てたくさんのことに驚きました。
日本に初めて来たのは交換留学のためで
した。ある日、先生から食事に誘われて‘あ！先生が留学生
の私のためにごちそうしてくださるんだな’と思いうれしい
気持ちで食事をしました。おいしく食事をした後、私は先生
のおごりだと思ってちょっと離れた所に立っていたら先生は
いきなり‘別々で．．．’と言いました。びっくりした私はあ
せってお金を用意した記憶があります。韓国ではよく一番年
上の人や食事に誘った人がおごる事が多いからです。
その例として大学に入ったばかりの新入生は食事をする時

に先輩のおごりが多くて自分のお金を使う必要がない時もあ
ります。その代わり、自分が先輩になったときにはその分お
金を使わないといけないですけどね〈；；〉
それ以外にも皆さんもご存知のように韓国では鉄のお箸を

使い、手にお茶碗を持って食べないということやファースト
フードの店ではタバコは吸えない、韓国のコンビニはトイレ
がない、韓国では車が日本と反対の道路を走り、運転手席も
反対、韓国人の女性は結婚しても名字が変わらないなど紹介
しきれないほどたくさんの違いがあります。
しかし、その違いは韓国と日本だけではないと思います。

色々な国との違いや共通点を探しながらその文化を受け入れ
て理解し合うことも国際交流の面白さの１つではないでしょ
うか。

「公共の場での異なる習慣」

ユリ リー
（カナダ／ブリティッシュ・コロンビア州出身）

初めて日本のレストランに行ったとき
の話です。入ったらすぐお店の人に何かを
聞かれましたが、聞き取れなくてとりあえ
ず「はい」と答えました。席に着いたら周
りの人がタバコをすっていることに気付き、やっと彼女が何
を聞いたかわかりました。それは禁煙席と喫煙席の質問でし
た。日本はレストラン、カフェ、ファストフード店にも禁煙
席と喫煙席が分かれています。それを知らずに私は「はい、
はい」と答えてしまったのです。カナダは飲食店内での喫煙
は禁止されています。それにバンクーバーの場合は去年から
テラスやパティオなど野外まで一切禁煙となりました。日本
は喫煙について厳しくないと思いきや、横断歩道でまたびっ
くりしました。なぜなら足元に大きい禁煙サインがあり、人
がよく集まる道端は禁煙となっていたからです。
もうひとつ、公共交通機関でのマナーにも驚きました。特

に電車の中で携帯の電源を切るかマナーモードに設定して使
用を控えることはバンクーバーではめったに見られないこと
です。このようにお互いに気遣って、迷惑をかけないように
行動するのは見習うべきだと思いました。
一方、面白いと思ったところもあります。それは電車駅で
よく見かける「駅弁」です。道端では食べ物どころか飲み物
さえ飲まない人も電車の中では気軽に弁当を出して食べてい
ることを見てバンクーバーとは逆だと思いました。

世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化 あ れ こ れ テーマ
「世界の常識？！・非常識？！」
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皆さんは世界のいろんな文化に驚いたことはありませんか。日本では当たり前だと思っていたことが世界の人から見れば当たり前
ではないのかもしれません。
今月のテーマは「世界の常識・非常識」です。 国際交流員の皆さんに、日本に来て驚いたことなどを話してもらい
ましょう。
そして、今回は共通テーマということで、昨年度の「外国人による日本語弁論大会」から、生駒マリアーナさんの作
品もご紹介します。 お互いの文化を知って、いろんな国の人達ともっともっとわかりあいましょう！

「微妙なオドロキ」 クリス マッケーブ （アメリカ／コロラド州出身）

私は国際交流員として、たくさんの県民の皆さんと触れ合う機会が多く、毎日、日本語でも英語でもいろい
ろな話を楽しんでいます。その話のうちで、必ず聞かれるのは、「クリスは日本に来て、驚いたことは何？」
ということです。
この質問は意外と難しいです。アメリカ人と日本人は一般的にそんなに変わらないと思います。例えば、ア

メリカでも日本でも、きちんと仕事をし、家族をサポートするということは当たり前です。コロラドも香川も、
通勤や週末の遊びに車を使っている人が多く、車社会になっています。両方の国の市民は、携帯電話やパソコ
ン、テレビゲームなどの現代的な技術が身に付いています。地元のスポーツチームを応援したり、議論に巻き
込まれている政治家について文句を言うのは、どちらの国でも普通だと思います。
何が違うかというと、本当に細かいことばかりです。例えば、挨拶の場面で、握手とお辞儀に関する文化の違いのほかに、私

が一番気づいているのは自分の名前の教え方です。アメリカでは、お互いに名前をよく使う傾向があるので、初対面のとき、最
初に自分の名前をはっきり言わなければなりません。しかし、日本では、名前だけでなく、社会的地位もしくは肩書きも必要な
情報です。自分の名前をはっきり言う代わりに、その必要な情報が全て記されている名刺を丁寧に渡す人が日本では多いと思い
ます。
ほかには、日常生活の微妙な違いが面白いと思います。私は日本に来る前、毎日起きた

らシャワーを浴びる習慣でした。そうすると目が覚め、学校や職場へ出たら、何かフレッシ
ュなスタートで一日を始めるのは気持ちいいと思いました。しかし、３年間香川に住むと、
その習慣がだんだん変わり、夜にお風呂に入り、寝る前にすっきりするのは気持ちいいと思
うようになりました。妻が香川県出身なのでこの習慣をしっかり身につけました！
皆さん、今回の「日本にきて、驚いたのは？」または「外国へ行って、驚いたのは？」

という話をきっかけに、お互いに細かい文化の違いをたくさん見つけましょう！

第１９回外国人による日本語弁論大会 より ≪（財）香川県国際交流協会理事長賞≫
イ コ マ マ リ

「ノミニケーション」 生駒 マリアーナ 磨理（ブラジル出身）

テキーラ、ウォッカ、ウィスキー、ワイン、ビール、生ビール、ブランデー、日本酒、焼酎、リキュール・
・・。おいしいお酒はたくさんあります。私はお酒を飲むことが大好きです。お酒を飲む時のマナーはたくさ
んあると思っていましたが、日本に来るまで、日本のようなマナーがあるとは思いもしませんでした。
私は日系２世で、幼い頃からブラジルの文化と日本の文化を同時に教わってきました。ブラジルで育ちなが

ら、日本語だけじゃなく、詩吟や日本舞踊、書道、なぎなた、折り紙、童謡、焼き物などの勉強をしてきたの
で、日本の習慣には慣れているし、全て知っているつもりでした。ですから研修で日本に来ることになっても、
全然問題はないと思っていたのです。でも、私でも知らなかったことがありました。それが大好きなお酒のこ
とでした。
ブラジルでは親しくなってから、飲み会に誘います。たとえば歓迎会は会社に新しく入って、４ヶ月ぐらいつきあってから、

初めて一緒に飲みに行きます。飲みに行くところはバーです。バーといっても日本人がイメージするようなこぎれいな店じゃな
くて、道端に机と椅子を並べて、どこへ誰が座っても好き勝手です。ウェイターが頼んだものを持って来てくれて、親しい人達
と気軽なハッピーアワーを過ごします。日本みたいに部下が上司にお酒を注ぐ必要もないし、上司にお酒を注いでもらう方法も
気にしません。
でも日本では、新入社員として会社に入って、１週間も経たないうちに会社の上司に誘われて飲みに行き、「お酒で仲良くし

ましょうね」と知り合って間もないのに一緒に楽しむと聞いて、のけぞるほど驚きました。私も研修を始めて１週間ぐらいした
頃、研修先の担当者にビアガーデンに誘われました。しかも呼ばれた人には学生もいて、さらに驚きました。私は今大学で研修
をしていますが、ブラジルでは大学の教授と学生達が一緒にビールを飲むことは法律で禁止されているので、それまで大学の教
授と飲んだことはありませんでした。ですからこの経験は私にとって人生初めてのことでした。
そのことだけじゃなく、先にも言ったようなお酒の注ぎ方や、一緒に飲む相手に気配りをする文化も、日本らしいきれいな文

化だと思います。そしてそういう経験を色々して、改めて日本の文化はいいものだなと思いました。このように日本の文化やマ
ナーについて全部知っているつもりだった私でも、まだまだ学ぶことがあったのですが、もし私が日本に来なかったら、知らな
いまま、感じないまま、日本は親から教わった通りの国だと思っていたでしょう。
今、ブラジルでは日系６世が生まれているので、ブラジルの日系人の中でも、もう日本の文化を伝え続

けることは難しくなってきています。４世達は日本への思いが強いのですが、ブラジルではちゃんとしたも
のを学べません。ですからこういうチャンスをくれた両親や回りの皆さんに感謝しています。そして日本を
愛していても、本当の日本を知らない人達には、日本へ来て本当の日本を知ってほしいと思います。私は将
来、自分の身の回りの人や、子どもや孫に、自分の知っていることを伝えるだけじゃなく、実際自分の目で
見ることが大切だということも伝えていくつもりです。そういうことを思い始めたのも、ノミニケーション
という文化に出会ったからだと思います。ですから私は、今日も友達と飲みに行きます。ビバ！！！
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※ 講師、期間、休講日等が変更になる場合があります。

※ テキストがある講座は４月からその使用を始めます。

※ 受講者が少ない場合は開講されない場合があります。
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講座名 番号 内容 講師名 曜日 時間 回数 期間 休講日

英

語

基
礎
英
語

昼

基礎A １

英会話初心者

山下 知美 水 １０：００‐１２：００ １２ ４／８‐７／８ ４／２９，５／６

すぐに
役立つ
英会話

２
クリストファー・マッケーブ

木 １０：００‐１２：００ １２ ４／９‐７／９ ４／３０，５／７
丸浦 静香

夜 基礎B ３ パトリック・スカンロン 火 １８：００‐２０：００ １２ ４／７‐７／７ ４／２８，５／５

初

級

昼
初級A ４

基礎的な英会話

ユリ・リー
金 １０：００‐１２：００ １２ ４／１０‐７／３ ５／１

パトリック・スカンロン

初級B ５ 土 １０：００‐１２：００ １２ ４／１１‐７／４ ５／２

夜
初級C ６ パトリック・スカンロン 水 １８：００‐２０：００ １２ ４／８‐７／８ ４／２９，５／６

TVメディアで学ぼう ７ 木 １８：００‐２０：００ １２ ４／９‐７／９ ４／３０，５／７

中

級

昼
中級	A ８

実用会話中心

パトリック・スカンロン 火 １３：００‐１５：００ １２ ４／７‐７／７ ４／２８，５／５

ニュースで学ぼう ９ パトリック・スカンロン 土 １３：００‐１５：００ １２ ４／１１‐７／４ ５／２

夜
中級	B １０ ウィリアム・ヴォーグラー 水 １８：００‐２０：００ １２ ４／８‐７／８ ４／２９，５／６

映画メディアで学ぼう １１ R.T．ウィリアムズ 金 １８：００‐２０：００ １２ ４／１０‐７／３ ５／１

昼 中級
A １２ パトリック・スカンロン 木 １３：００‐１５：００ １２ ４／９‐７／９ ４／３０，５／７

上

級

昼
上級A １３ 総合的実用英語 ジェラディン・マクラハン

土
１０：００‐１２：００ １２

４／１１‐７／４ ５／２
ニュースで学ぼう １４ 時事英語中心 R.T．ウィリアムズ １３：００‐１５：００ １２

夜 上級B １５ 総合的実用英語 トルーディ・ハイマン 水 １８：３０‐２０：００ １２ ４／８‐７／８ ４／２９，５／６

スペイン語
初級 １６ 初心者向け 中西 百合子 金 １８：００‐２０：００ １２ ４／１０‐７／３ ５／１

中級 １７ 基礎会話修了程度 中村 ホセ 水 １８：００‐２０：００ １２ ４／８‐７／８ ４／２９，５／６

中国語

入門
１８

初心者向け
未 定

水
１０：００‐１２：００ １２

４／２２，２４，５／８
４／２９，５／６

５／１３‐７／８

１９ 徐 鴻（ジョ・コウ） １８：００‐２０：００ １２ ４／８‐７／８ ４／２９，５／６

初級	 ２０
基礎修了程度

連 仲友（レン・チュウユウ） 金 １８：００‐２０：００ １２ ４／１０‐７／３ ５／１

初級
 ２１ 何 燕萍（カ・エンヒョウ） 火 １８：００‐２０：００ １２ ４／７‐７／７ ４／２８，５／５

中級 ２２ 初級修了程度 毛 勇（モウ・ユウ） 木 １８：００‐２０：００ １２ ４／９‐７／９ ４／３０，５／７

フランス語
初級 ２３ 初心者向け 守矢 信明 木 １８：００‐２０：００ １２ ４／９‐７／９ ４／３０，５／７

中級 ２４ 基礎会話修了程度 ヴィルジニ・ルセーフ 火 １８：００‐２０：００ １２ ４／７‐７／７ ４／２８，５／５

ドイツ語 初級 ２５ 初心者向け 高木 文夫 木 １８：００‐２０：００ １２ ４／９‐７／９ ４／３０，５／７

ハングル

入門
２６

初心者向け

柳 孝錫（ユ・ヒョソク）
金 １８：００‐２０：００ １２

４／１０‐５／２２ ５／１

林 旻英（イム・ミンヨン） ５／２９‐７／３

２７ 許 俊彦（ホ・ジュンオン） 土 １０：００‐１２：００ １２ ４／１１‐７／４ ５／２

初級 ２８ 基礎会話中心 林 善雅（イム・ソナ） 木 １０：００‐１２：００ １２ ４／９‐７／９ ４／３０，５／７

中級	 ２９ 基礎会話修了程度 韓 大圭（ハン・デギュ） 土 １５：００‐１７：００ １２ ４／１１‐７／４ ５／２

ポルトガル語 入門 ３０ 初心者向け 久保 ミルテス 水 １８：００‐２０：００ １２ ４／８‐７／８ ４／２９，５／６

イタリア語
入門 ３１ 初心者向け

コンティ・エノレ
火 １８：００‐２０：００ １２ ４／７‐７／７ ４／２８，５／５

初級 ３２ 基礎会話修了程度 金 １８：００‐２０：００ １２ ４／１０‐７／３ ５／１

※ 【１２，０００円（１２回・２４時間）】 【９，０００円 （１２回・１８時間）講座番号 �】
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Ｉ － Ｐ Ａ
Ｌ Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ

詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫詫間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンククククククククククククククククククククククククララララララララララララララララララララララララブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブのののののののののののののののののののののののの例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
国際交流に関心がある人達が毎月１回集い、楽し
いひと時を過ごします。
◆日時：毎回１０：００‐１４：００
�４月１９日（日）お花見
５月３１日（日）たくま福祉まつり

会場：マリンウェーブの広場
�６月日時未定 グローバルセミナー
�７月１９日（日）そうめん流し

◆場所：松崎コミュニティセンター（詫間駅東側以外）
◆会費：５００円
◆問合：矢野伴治 Tel：０８７５－８３－５２８９

e-mail : yano９９６２７＠yahoo.co.jp

高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーースススススススススススススススススススススススストトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトママママママママママママママママママママママママススススススススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズククククククククククククククククククククククククララララララララララララララララララララララララブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ
米国に本部を置く非営利の国際教育団体です。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。
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（１４：００～１６：００）
◆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４，８００円

（入会金不要、入会月より月割り計算）
◆問合：塩田順彦 Tel：０８７－８８６－５３１６

丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
毎週ネイティブの方を講師に招き、英語を通して
いろいろなトピックについて語り合い異文化理解

を深めます。ESSは３８年の歴史があり現在の会
員数は３５名です。はじめての方でも気軽に参加い
ただけます。
◆日時：毎週土曜日（１８：３０～１９：３０）
◆場所：丸亀市生涯学習センター４F 第２講座室

（５月９日～９月２６日：丸亀市民会館に変更）
◆講師：ネイティブ講師（毎週交代）
◆会費：５，０００円（３ヶ月で）
◆問合：宮西 比呂志 Tel：０８７－８９７－３８２４

丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸丸亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀亀リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴククククククククククククククククククククククククララララララララララララララララララララララララブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブのののののののののののののののののののののののの例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
国際交流に関心を持つ人々が月に一回集まり、外
国人ゲストを迎え、英語による交流を通して、国
際理解や感覚を深める会です。初めての方、若い
方の参加を歓迎します。
◆日時：�４月１９日（日） ５月１７日（日）

�６月２１日（日） �７月１９日（日）
原則第３日曜日 １４：００～１６：００

◆場所：４月 丸亀市生涯学習センター４F第３講座室
５月～ 丸亀市ひまわりセンター４F会議室３

◆ゲスト：�リア・ハッシング（アメリカ）
ケラン・オタナフキ（アイルランド）
�ニコラス・ジョスティン（アメリカ）
�アダム・リチャード・ダインベリー（アメリカ）

◆トピック：�アメリカの教育について
アイルランドの歴史について
�テレビや映画のためのアメリカの
喜劇について
�ミズリー州について

◆参加費：１，０００円（当日徴収します）
◆問合：藤村 隆 Tel：０８７５－８３－４６５４（自宅）

世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語エエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエススススススススススススススススススススススススペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペラララララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトのののののののののののののののののののののののの講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
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（原則第４日曜）、I－PAL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：４月２６日（日）１３：３０～１５：３０
◆場所：アイパル香川３階会議室（１２月のみ例外）
◆参加費：１回５００円（１２月のみ例外）
◆申込：不要（定員なし）
◆問合：小阪 Tel/Fax：０８７７－２２－４７７１

e-mail : kosaka_kiyoyuki@hotmail.com

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボラララララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
～あなたも海外でボランティアをしてみません
か？～
青年海外協力隊をはじめとする JICAボランティ
アの体験談＆説明会を行います。「JICAボラン
ティアってどんなことをするの？」「どの職種で
応募すればいいのか分からない。」などなど、皆様
の悩みにOB・OGが個人的にズバリお答えしま
す。
まずは説明会にお越し下さい。
●青年海外協力隊、シニア海外ボランティア
４月１２日（日）１４：００～１６：００
４月２１日（日）１８：３０～２０：３０
◆場所：アイパル香川３F会議室
◆問合：JICA四国 TEL：０８７－８３３－０９０１

e-mail : jicaskic-jocv@jica.go.jp

アイパル香川外国語講座
（無料見学実施中！）

英語、スペイン語、中国語、フランス語、ドイツ語、ハ
ングル、ポルトガル語、イタリア語の８カ国語、３２クラス
の講座があります。
４月期、９月期、１月期の３期からなる１年間連続した

講座です。学期ごとにお申込みが必要です。定員に達して
いる講座もありますので、電話等でご確認ください。

◆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 ４月７日（火）～７月９日（木）

※途中からでもお入りいただけます。
◆受講料 １２，０００円（１回 ２時間、全１２回分）

９，０００円（１回１．５時間、全１２回分）
（４月期の日程等は p６をご覧下さい）

外国人のための生活相談窓口
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。
◆日時：�毎月第２水曜日 １３：００～１５：００

（英語・ポルトガル語・スペイン語）
毎月第４水曜日 １３：００～１５：００
（中国語・ハングル）

◆場所：アイパル香川会議室
◆申込：事前予約が必要です

外国人のための人権・法律相談
弁護士、法務局職員等が相談に応じます。
◆日時：４月１７日（金）、５月１５日（金）、６月１９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

ホームステイ・ホーム
ビジット受入家庭募集

本県を訪れる外国人の方々が一般の家庭を訪問することに
より、お互いの国の文化を理解し友好親善を深めることが
出来るようホームステイやホームビジットの受け入れ家庭
を募集しています。

I－PAL KAGAWA日本語講座
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１（１０：００～１２：００）

日本語１（１０：００～１２：００）
毎週木曜日 入門２（１０：００～１２：００）
毎週土曜日 入門１（１０：００～１２：００）

入門２・日本語２（１２：３０～１４：３０）
日本語１・日本語３（１５：００～１７：００）

◆期間：４月１５日（水）～９月３０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記入してい

ただき、入門１以外で初めての方は、簡単なクラ
ス分けテストをします。

安部先生の
『よくわかる！ケネディ演説の魅力とは』
◆日時：５月２３日（土）１３：００～１４：３０
◆場所：アイパル香川３階会議室
◆講師：安部 剛 （前大分大学医学部教授）
◆料金：５００円
◆定員：３０名

クリスの『声に出して！ケネディ演説』
◆日時：５月２７日（水）１０：００～１１：３０
◆場所：アイパル香川３階会議室
◆講師：クリストファー・マッケーブ（アメリカ出身）
◆料金：５００円
◆定員：３０名

すぐに役立つ外国人支援
実務研修

◆日時：６月３日（水）１３：３０～１５：３０
◆場所：アイパル香川３階会議室
◆講師：高松入国管理局入国審査官

香川労働局専門監督官
◆料金：無料※お申し込みが必要です。
◆定員：６０名

香川県・陜西省友好県省提携１５周年記念、
�香川県国際交流協会設立２０周年記念
香川県・陜西省交流書画展

◆日時：�展示 ４月１４日（火）～１９日（日）
交流 ４月１４日（火）１４：００～１７：００

◆場所：�アイパル香川１階アイパルプラザ
アイパル香川３階大会議室

※P１を参照下さい。

二胡ミニコンサート＠アイパルプラザ
◆日時：４月１８日（土）１２：００～１３：００
◆場所：アイパル香川１Fアイパルプラザ
◆演奏者：『華友』代表者 連 仲友氏ほか華友の皆さん
◆料金：無料

講座等予告
� I－PAL カフェ（６月予定）
中国の新しい国際交流員を迎え、アメリカ、韓国、カナ
ダの４カ国４人の国際交流員とお茶やお菓子を楽しみな
がらフリートークで楽しく交流します。

 夏季アイパル子どもクラブ（６，７月予定）
小学校３年生～６年生を対象に、国際交流員や青年海外
協力隊経験者などと一緒に、国際交流や国際協力につい
て遊びを交えて楽しく学ぶ講座です。
※内容、日程等、詳細につきましてはアイパル香川ホー
ムページをご覧になるか、�香川県国際交流協会までお
問合せください。

日本語サロン
日本人と話したい外国人の方、日本語を勉強している外国
人と話したい日本人の方、参加申込は不要ですので、お気
軽にどうぞ。
◆日時：�毎週火曜日 １０：００～１２：００

アイパル香川 交流フロアー
毎週木曜日 １８：００～２０：００
アイパル香川 ライブラリー

�毎週日曜日 １３：００～１７：００
アイパル香川３階会議室

※ �・主催：（財）香川県国際交流協会
※ �主催：（財）高松市国際交流協会
※ 参加無料、アイパル香川の休館日等は休みです。

ユリ＆川染先生の『食と英語で楽
しんじゃおう！赤毛のアン』

◆日時：�５月１６日（土）１３：００～１４：３０
５月２１日（土）１０：００～１２：００

◆場所：�アイパル香川３F会議室
香川県社会福祉総合センター６階調理実習室

◆講師：川染節江（香川県立保健医療大学非常勤講師、管理栄養士）
ユリ・リー（カナダ出身）

◆料金：�のみ５００円 のみ１，５００円 両方２，０００円
◆定員：各３０名

春期アイパル国際理解講座
“あっと驚く世界の文化”

《異文化体験編》
�イム・ソナと行く新緑のピクニック（イム・ソナ）
◆日時：５月３０日（土）１０：００～１５：００【料金未定】
アメリカン・フットボールを楽しもう！

（クリストファー・マッケーブ）
◆日時：６月６日（土）１３：３０～１５：００【５００円】
�アメリカのトリビア・ゲーム（クリストファー・マッケーブ）
◆日時：６月１０日（水）１８：３０～２０：００【５００円】
�ユリと体験！英語で体験！簡単なヨガ（ユリ・リー）
◆日時：７月８日（水）１８：３０～２０：００【５００円】
�クリスの”英語で歌わナイト”（クリストファー・マッケーブ）
◆日時：７月１０日（金）１８：３０～２０：００【５００円】
《料理講座編》
�ソナと作ろう！韓国ヘルシー料理（イム・ソナ）
『チャプチェ＆イカとキュウリの和え物』

◆日時：６月１７日（水）１０：００～１２：００【１，５００円】
�ユリと作ろう！お手軽 カナダ風デザート（ユリ・リー）
『カナダ風生キャラメルとクッキー』

◆日時：６月２５日（水）１０：００～１２：００【１，５００円】

【各講座】
◆場所：�未定 アイパル香川、中央公園

�～�アイパル香川３階会議室
��香川県社会福祉総合センター６階調理実習室

◆定員：�～� ３０名 �� ２０名

※イベントの内容は予定ですので
変更になる場合があります。

お申込み・お問合せは電話等で（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込み下さい。
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/
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アイパル香川 

〒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） 

1-11-63 Bancho Takamatsu Kagawa 〒760-0017
OPEN/TUE～ SUN 9:00～18:00

CLOSED MON・DEC.29toJAN.3
If monday is a public holiday,

the center will be opened on this day.
But closed on the following day.

��������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������������������������������������

���������������������������������������������

��

１．来日前、中国の陝西省政府外事弁公室ではどんな仕事をしていたのですか。

陝西省人民政府外事弁公室は陝西省人民政府が国の対外政策と主要な外国に関する事務を行
う総合的な管理部門です。来日前、私はアジア圏の記者とマスコミが陝西省で取材、撮影をす
る時の許可などに関することを担当しておりました。陝西省は４０００年の悠久の歴史文化を持っ
ているので、たくさんのマスコミを吸い寄せます。日経新聞大阪本社、毎日新聞上海支社、読
売新聞上海支社、共同通信社中国総局の方が年に何回も取材に来ますので友達になりました。
それに、TBSも西安で「世界の不思議――秦の始皇帝の地宮」という番組を撮影しましたよ。
また、フジテレビが「世界の絶景１００選 陝西省の崋山」を撮影された時には、有名な女優川島
なおみさんも来てくれて、皆さんと１週間ぐらいずっと一緒に過ごせて、とても楽しかったで
す。こんな仕事が私は大好きです。

２．１年間という短い期間でしたが、日本で生活してみて、日本の生活はいかがでしたか。
また、日本人について一般的にどんな印象を持ちましたか。

１年間は早かったのですが、とても楽しく過ごしました。日本人の方は明るいし、仕事に真
面目だと思います。特に香川の皆さんはいつも親切にしていただいて、ここで改めて感謝の意
を申し上げたいと思います。

３．日本の食べ物はどうですか。何でも食べられましたか。

日本料理はおいしいと思います。うどんも結構食べました。それ以外に、お鍋と刺身も大好きです。

４．日本にいる間、家族のどなたかが日本にいらっしゃいましたか。

残念ですが、この１年間家族のみんなは仕事が忙しいので来ることができませんでした。でも、
来年のゴールデンウイ―クに家族を連れて日本を旅行しようと思っています。もちろん、また香川
県に戻りますよ。

５．家族や親戚、職場の上司・同僚へのお土産はもう買いましたか。

今考えているところです。この一年間、県民の皆さんのおかげで、陝西省と中国のことをた
くさん宣伝することができました。これから、香川と日本の名物、たとえば、うどんとか、団
扇とか、可愛い手袋などをお土産として持って帰ろうと思っていますが、同時に香川と日本の
よさを向こうで宣伝しようと思っています。

アアイイパパルル訪訪問問・・助助成成事事業業等等募募集集中中！！

任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任任期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期をををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ

＊＊＊＊＊＊ 劉さんから一言ご挨拶 ＊＊＊＊＊＊
初めての海外生活、また中国での仕事の内容と全然違うので、いろいろな難しい問題にぶ
つかりました。でも幸い、皆さんのご協力とご支援のおかげで、全部解決できました。だか
ら、香川での１年間は、とてもいい思い出になりました。いっぱいの貴重な経験は一生の宝
物になると思っています。

民間国際交流・国際協力団体の
事業を助成します！

予算の範囲内で国際交流、国際協力、多文化共
生を目的とする団体などが行う国際交流、国際協力、
多文化共生を推進する事業の事業費の１／３以内の
助成をしているよ。

『アイパル訪問』
『グローバルセミナー・国際協力塾』募集中！
学校の総合学習や子ども会などでアイパル香川

の施設を訪問する学校や団体などを募集しているよ。
国際交流員などが自国の紹介をしながら楽しく交流
することもできるんだよ。それに公民館などに国際
交流員や青年海外協力隊経験者などを派遣すること
もできるよ。どんどん利用してね。

４月に任期が終了した中国出身の国際交流員 劉 �（りゅうてい）さんに自身の事や日本での生活などについて聞いてみました。

中国 陝西省出身

劉 �（リュウ テイ）

今年は協会設立２０周年と香川
県・陝西省友好県省提携１５周年の
ダブルの年で、様々な行事が予定
されています。
ご購読いただいている皆様、今後

とも末永くお付き合い下さい。
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