
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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通訳等ボランティア研修会
スキルアップ研修

地域日本語ボランティア養成講座 アイパル冬期国際理解講座
ジェレミーの写真教室

多言語 FMラジオ放送
【香夢音 I-PAL】

アイパル冬季子どもクラブ
ハッピーハロウィン

国際セミナー

４２０１０
�香川県国際交流協会年間予定
平成２２年度イベントカレンダー
４月期アイパル外国語講座

かがわ国際フェスタ２００９フォトコンテスト入賞作品発表
世界の文化あれこれ

任期を終えた国際交流員挨拶
I-PAL NEWS

Information（県内イベント情報）
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平成２１年度の当協会事業へのご協力、ご支援ありがとうございました。今年度も様々な講座や
セミナー等を予定しています。みなさまのご参加お待ちしています。
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平成２２年度�香川県国際交流協会イ
４
月

外国人のための生活相談

外国人のための人権・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１４日（水）～９月３０日（水）】

日本語サロン（火・木）【４月～３月】

アイパル外国語講座（英・西・中・仏・独・韓・ポ・伊）

４月期【４月１３日（火）～７月１５日（木）】

多言語 FMラジオ番組放送開設事業【４月～３月】

民間国際交流団体への助成

５
月

春期国際理解講座【５月～７月】

６
月

アイパル子どもクラブ【６月～３月】

海外技術研修員受入・研修事業【６月～１２月】

外国人支援実務研修

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】

日本語ボランティア養成講座【７月～９月】（予定）

７
月

▲

通訳ボランティアのための通訳に役立つ本の貸し
出しを行っています。

当協会では通訳ボランテ
ィアの登録をいただいて
いる方に、「通訳に役立
つ本」の貸し出を行って
います。
会館２階交流プラザで閲
覧することができますが、
貸し出しを希望される方
は、２階事務室まで申し
出て下さい。貸し出しの
際には登録証が必要です。

▲

ホームステイ・ホームビジット受け入れ家庭募集

「ホームステイ」とは外国人が一般家庭に宿泊し、その家
族と交流することです。
「ホームビジット」とは外国人による短時間（２～３時間）
の訪問を自宅で応対するものです。お茶を出す程度で宿泊
は伴いません。

【依頼に応じて随時】

アイパル訪問

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

インドネシア高校生と受入家庭対面式【７月３日】

▲

国際交流団体への助成

協会では、香川県内で活動されている国際交流団体への事
業助成と会議室利用料金助成を行っております。

事業助成：国際交流・国際協力または多文化共生を推進す
ることを目的とする団体等が行う事業に対して助成金を
交付する制度があります。ご利用の場合はまず『申請予
定の事業計画概要書』を提出ください。

会議室助成：香川国際交流会館を拠点とする国際交流並び
に国際協力を推進するために同会議室を利用する場合に、
その利用料に対して助成する制度があります。ご利用の
場合はまず『助成申請書』および『利用許可申請書』を
提出ください

詳しくは http : //www.i-pal.or.jp/help/をご覧ください
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ベントカレンダー

８
月

通訳等ボランティア集合・スキルアップ研修

夏期英語セミナー

９
月

アイパル外国語講座９月期【９月～１２月】

外国人による日本語弁論大会

１０
月

日本語講座後期（水・木・土）【１０月～３月】

秋期国際理解講座【１０月～１２月】

１１
月

かがわ国際フェスタ

１２
月

アイパルふれあいデー（I-PAL カフェ、ミニコンサート）

１
月

アイパル外国語講座１月期【１月～３月】

冬期国際理解講座【１月～３月】

２
月

国際セミナー

３
月

海外留学・ワーキングホリデー情報フェア

�香川県国際交流協会では平成２２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。

▲

地域日本語ボランティア養成講座

ボランティアとして在住外国人に日本語を教えたい方のた
めの講座を開催しています。外国語としての文法を基礎に、
実習を交えながら実際の教え方を学ぶ講座です。

地域日本語ボランティア養成講座（入門編）
さぬき市 【７月１８日～９月１２日】

▲

アイパル子どもクラブ

小学３年生から６年生の子どもたちを対象に、国際感覚を
養い、グローバルな視点を育むことを目的に「アイパル子
どもクラブ」を今季は６月から実施予定です。
香川県国際交流員（アメリカ、韓国、中国）や海外ボラン
ティア経験者などが先生となり、ゲームや遊びなど通じた
国際交流による、国際協力、国際理解を楽しみながら学べ
るクラブです。

冬季子どもクラブ 外遊び【１１月２１日】

▲

アイパル国際理解講座

香川県国際交流員が講師となり各国の文化に親しみ異文化
理解を深めることを目的とした講座を開催しています。春
期（５月～７月）、秋期（９月～１１月）、冬期（１月～３月）
があります。

▲

国際セミナー
講師を招き、ワークショップや講演を通して多文化共生について
学ぶ国際セミナーを開催しています。

『香川と世界をつなぐ国際セミナー 来てみまい、住んでみまい、香川県』
～外国人とともに生きるための地域社会づくりをめざして～ 【２月１日】

秋期国際理解講座
韓紙（ハンジ）で作るティッシュケース【１２月５日】
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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。

※ 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 会議室

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 ４／１４‐７／７ ５／５ １

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 ４／１５‐７／１５ ４／２９，５／６ １
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 ４／１３‐７／６ ５／４ １

初

級

昼
初級A ４

基礎的な英会話

ジェレミー・ラニグ
金 １０：００‐１２：００ １２ ４／１６‐７／９ ４／３０ １

パトリック・スカンロン

初級B ５
パトリック・スカンロン

土 １０：００‐１２：００ １２ ４／１７‐７／１０ ５／１ ６

夜 初級C ６ 水 １８：００‐２０：００ １２ ４／１４‐７／７ ５／５ １

中

級

昼
中級�A ７

実用会話中心

パトリック・スカンロン 火 １３：００‐１５：００ １２ ４／１３‐７／６ ５／４ １

中級�B ８ パトリック・スカンロン 土 １３：００‐１５：００ １２ ４／１７‐７／１０ ５／１ ６

夜
中級�C ９ ウィリアム・ヴォーグラー 水 １８：００‐２０：００ １２ ４／１４‐７／７ ５／５ ２

中級�D １０ R.T．ウィリアムズ 金 １８：００‐２０：００ １２ ４／１６‐７／９ ４／３０ ３

昼 中級�A １１ パトリック・スカンロン 木 １３：００‐１５：００ １２ ４／１５‐７／１５ ４／２９，５／６ １

上

級

昼
上級A １２ 総合的実用英語 デイビッド・ルーツ

土
１０：００‐１２：００ １２

４／１７‐７／１０ ５／１
４

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

夜 上級B １４ 総合的実用英語 デイビッド・ルーツ 木 １８：００‐２０：００ １２ ４／１５‐７／１５ ４／２９，５／６ １

スペイン語
初級 １５ 初心者向け 中西 百合子 金 １８：００‐２０：００ １２ ４／１６‐７／９ ４／３０ ２

中級 １６ 基礎会話修了程度 中村 ホセ 水 １８：００‐２０：００ １２ ４／１４‐７／７ ５／５ ６

中国語

入門
１７

初心者向け
未 定

水
１０：００‐１２：００ １２

４／２１，４／２３�

５／５
２

４／２８‐７／７

１８ 馮 源（ヒョウ・ゲン） １８：００‐２０：００ １２ ４／１４‐７／７ ３

初級� １９
基礎修了程度

連 仲友（レン・チュウユウ） 金 １８：００‐２０：００ １２ ４／１６‐７／９ ４／３０ ６

初級� ２０ 何 燕萍（カ・エンヒョウ） 火 １８：００‐２０：００ １２ ４／１３‐７／６ ５／４ ２

中級 ２１ 初級修了程度 毛 勇（モウ・ユウ） 木 １８：００‐２０：００ １２ ４／１５‐７／１５ ４／２９，５／６ ４

フランス語
初級 ２２ 初心者向け 守矢 信明 木 １８：００‐２０：００ １２ ４／１５‐７／１５ ４／２９，５／６ ６

中級 ２３ 基礎会話修了程度 ヴィルジニ・ルセーフ 火 １８：００‐２０：００ １２ ４／１３‐７／６ ５／４ ３

ドイツ語 初級 ２４ 初心者向け 高木 文夫 木 １８：００‐２０：００ １２ ４／１５‐７／１５ ４／２９，５／６ ５

ハングル

入門
２５

初心者向け
柳 孝錫（ユ・ヒョソク） 金 １８：００‐２０：００ １２ ４／１６‐７／９ ４／３０ １

２６ 未定 土 １２：４５‐１４：４５ １２ ４／１７‐７／１０ ５／１ ４

初級
２７

基礎会話中心
井上 真希 木 １０：００‐１２：００ １２ ４／１５‐７／１５ ４／２９，５／６ ３

２８ 孔 �栄（コン・ジニョン） 土 １５：００‐１７：００ １２ ４／１７‐７／１０ ５／１ ４

ポルトガル語 入門 ２９ 初心者向け 久保 ミルテス 水 １８：００‐２０：００ １２ ４／１４‐７／７ ５／５ 図書室

イタリア語
入門 ３０ 初心者向け

コンティ・エノレ
火 １８：００‐２０：００ １２ ４／１３‐７／６ ５／４ 図書室

初級 ３１ 基礎会話修了程度 金 １８：００‐２０：００ １２ ４／１６‐７／９ ４／３０ 図書室

※ 受講料：一講座 １２，０００円（１２回・２４時間）

※ すでに定員に達しているクラスもありますので、お問い合わせ下さい。
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☆中国部門 ☆その他アジア部門

タイトル：「眼差し」バザールにて
カシュガル市最大の市場（バザール）にて
若い母親と子

撮 影 者：藤田 春代さん（高松市）
撮影年月：２００４年９月
撮 影 地：中国 新彊ウイグル自治区カシュガル市

タイトル：ごくらく♪ごくらく♪
ウムヨム村では、豚も犬も鶏も人間もみんな仲良し。
豚くんの気持ちよさそうな声か聞こえてきそうです。

撮 影 者：谷 郁子さん（高松市）
撮影年月：２００６年３月
撮 影 地：タイ ターク県、ウムヨム村

☆南北アメリカ、オセアニア部門 ☆ヨーロッパ、旧ソ連、アフリカ部門

タイトル：教会の窓から見たレイク・テカポ
テカポ湖畔にある「善き羊飼いの教会」から見たコバル
トブルーの湖と雲と氷河の白が息をのむほど美しかった。

撮 影 者：山下 英城さん（さぬき市）
撮影年月：２００６年１０月
撮 影 地：ニュージランド テカポ湖 タイトル：何でだって遊べるよ

村の子供。何を使ってでも遊べます。
私の印象に残る風景には、村の人たちの笑顔があります。

撮 影 者：丸山 弥津枝さん （高松市）
撮影年月：２００９年１月
撮 影 地：ガーナ ノーザン州タマレ郡

かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかががががががががががががががががががががががががががががわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ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フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェスススス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タタタタ２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９
県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民にににににににににににににににににににににににににににによよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトココココココココココココココココココココココココココココ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テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテスススス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トトトト 入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品 発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

去る２００９年１１月１日に開催された「かがわ国際フェスタ２００９」で県民によるフォトコンテストを行いました。
国際フェスタを盛り上がりのある国際色豊かなよりよいイベントにするため、県民のみなさんの感動した風景、
忘れられない風景など、とっておきの１枚をお寄せいただきました。
今回は、作品数１４４点の中からみごと選ばれた部門別入賞作品を紹介します。

5



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

今月のテーマは「私の健康法」です。 国際交流員の皆さんに健康に気をつけていること、また母国で流行っている健康法等を教え
てもらいましょう。
【国際交流員の紹介】 ◆クリス マッケーブ（アメリカ／コロラド州出身） ◆ジェレミー ラニグ（アメリカ／オレゴン州出身）

私の健康法：BALANCE

アメリカでは、この１０年間、アトキンスダイエットは話題になっています。ダイエットの創造者、ロバート・アト
キンスさんによれば炭水化物が多い食べ物、例えば白米、麺類、パンなどを極めて控え、代わりにタンパク質や脂肪
が多い食べ物、例えば肉やチーズ、卵などを食べると効果的に体重が減るそうです。また、アトキンスさんは、カフ
ェインやアルコールを摂取しないことを主張しています。このダイエット法を通して短期間でも効果を上げ、体重を
減らした人は少なくありません。
しかし、私はカフェインとアルコールを控えるのは良いと思いますが、炭水化物を避け、タンパク質をたくさん食

べるのは不自然で体に良くないと思います。たくさんのアメリカのダイエットプランは、栄養分たっぷりのものを食
べて定期的に運動さえすれば健康が保てるという基本的なやり方を無視しています。運動をせず、体にいいものを食
べずに流行するダイエットでスマートになりたい人が多いのですが、これは英語で言うと「Quick Fix」、つまりその場
しのぎの解決法なんです。
私は、「Quick Fix」ではなく、長続きする健康法にしたいと思います。まずは、常食です。毎日の夜ご飯は、白米

に魚や肉類、それに野菜がたっぷり摂れる美味しくて体にいい献立です。お弁当に夜ご飯の残り物を使います。この
やり方で外食を控え、塩分や糖分、カロリーが高すぎる飲食物を摂らないようにしています。お酒も控えめにして、
週に１，２回しか飲みません。
次に、運動面です。仕事や家庭で忙しい毎日、暇があまりないので、運動をする時間を作るのは大変です。しかし、

私はこの問題を解決するために、通勤時間が活用しています。毎朝毎晩、職場と家の間を歩くことにしています。そ
の片道３０分間は、脚の運動になり、血液を循環させる大事な機会になっています。それだけではなく、メンタルヘル
ス面では、この時間はストレスを解消する大事な３０分間となっており、周りの花を見たり、鳥の声を聞いたりするこ
とによって頭も心もリフレッシュできます。
皆さん、「Quick Fix」のダイエットを忘れて、栄養と運動のBALANCE

がとれた健康法をやっていきましょう！

クリス・マッケーブ

皆さん、こんにちは！国際交流委員のジェレミーです。お元気ですか？特に体や精神などもヘルシーですか？
春になると昼が長くなって、遊ぶ機会がたくさんあると思います。私が一番楽しみにしているのは花見ですが、友達

と公園で遊んだり、カラオケに行ったりすることも楽しみです。でも、遊びすぎると、寝不足で体がだるく感じます。
私にとって、健康な生活のために十分な睡眠時間をとることは大切だと思います。
他の健康法としては、たくさんの果物や野菜を食べたり、マルチビタミンを飲んだり、運動したりしています。日本

ではサッカーや、マラソン、トライアスロン、サイクリングなどをしていますが、アメリカに住んでいたときは、アイ
スホッケーもしていました。それともう一つ健康法があります。
タバコをすわないことです。
最近、アメリカでは、レストランやバーなどの公共の建物で喫煙を禁止する法律を適用している市町が多くなってい

ます。タバコを吸いたい人は外に出なければなりませんが、入り口から６メートル以内も禁煙です。カリフォニア州と
ニューヨーク市ではこの法律を適用されています。タバコを吸う人にとって、この法律は不便だと思いますが、タバコ
を吸わない人には、とてもいい健康法だと思います。特にレストランやバーなどの店員が働きながらずっと他人の煙を
吸わなくても良いので、健康を維持できます。
ちなみに、１９８８年には２８％のアメリカ人が日常的にタバコを吸っていましたが、現在では２１％まで減りました。タバ

コをすわない方が健康に良いと思っている人は私だけではないみ
たいですね。ですが、他にも良い健康法があると思いますので、
健康な生活を楽しみましょう！

ジェレミー ラニグ

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
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まず、３年間ありがとうございました。もう３年が経ち、帰国の挨拶す
るなんてウソのようです。
２００７年４月香川に着いて仕事を始めた時は韓国のために頑張ろうという
意欲はあったものの何から伝えればいいか分からなくて戸惑った時もあり
ました。
小学校に行って、“韓国って聞いたら思い出す事は？”と聞くと“キム

チ、キムチ、キムチ、餃子…”（汗）、年配の方に同じ事を聞くと“ヨン様、
チャンドンゴン、クォンサンウ…（汗）”という答えが帰ってきました。
ある時は“韓国の食べ物は全部辛いよね～”、“韓国の人は日本の事が大嫌
いでしょう？”など誤解もたくさんありました。
最初は［こんなに近い所なのに韓国と日本はこんなにもお互いの事を知

らないし、誤解しているんだ］と思い、落ち込んだ時もありました。
しかし、３年間の国際交流員の仕事を通じて韓国だけではなく外国にち

ょっとでも興味を持たせ、韓国の文化に興味がある方々には韓国の伝統工
芸や料理講座でさまざまな韓国を感じる機会になっていたら幸いです。
私はこれから韓国に帰りますが、国際交流員の仕事はここで終わりでは

なくここから新たなスタートだと思っています。
なぜなら韓国人に“日本って聞いたら思い出す事は？”と聞いたら“寿司、
すし、スシ…”という答えが帰ってくるかも知れません（笑）。その時に私が
ここで３年間感じた日本、特に香川を韓国に伝える事までが国際交流員の仕
事だと思うからです。韓国に帰っても私の活躍をお楽しみに！！
おいしいうどん、優しい皆さんのことは一生忘れません。お世話になり

ました。本当にありがとうございました！

一年の光陰は、矢の如く経ってゆきます。この一年の仕事と生活を振り返
ると、色々なことが目の前に浮かんできます。日本に来る前は、日本の象徴
である富士山や、日本の心である京都、日本人の美意識を表す桜、点在して
ある古刹に憧れていました。そして、香川県に向かう飛行機から富士山を眺
めた時、万感は胸に迫るものがありました。そして、すぐに目の前の情景を
漢詩に詠みました。

遠眺冨士如懸扇 遥か遠くに見える富士は、まるで扇子を広げたかのように優雅である
藍天白雲一線牽 青空にかかる一線の白い雲は
宜把夙願來實現 自分の願いをかなえなさいと言っているかのようだが
得失成敗幾重天 天もまた成功や失敗を繰り返しているかのように、何層にもなっている

実は、日本で長く暮らすのは私の夢でした。人間として楽しく生きられる
のは、夢があるからかもしれません。夢があれば、他人から見ると苦しそう
でも、一生懸命努力すれば、後には幸せが待っています。人生には、いい時
とそうでない時があると思いますので、万一、困難なことにあっても、あま
り気にしなくても良いと思います。私も、この一年間、山あり谷ありでした
が、たくさんの方に助けていただいたおかげで、無事任期を終えることがで
きました。
また、希望を捨てなければ、自分の願いはいつか必ず叶うと思っています。

そしてまた皆さんとお会いできることを願っています。“一年の計は元旦に
あり”といいますが、新年を迎えたときに詠んだものを紹介して私の挨拶と
させてください。一年間どうもありがとうございました。

沐雨櫛風又一年 雨に降られ、風に吹かれ、また一年
諸事未成焉容� 願いははまだかなわずにいるが、日々努力している
櫻花牡丹各自艷 桜や牡丹などたくさんの花があるように、人もまた様々でぞれぞれの良さがあるが
桃李成溪自不言 何もを言わず努力を続けていれば自然と人々が集まってきてくれる

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よよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり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

韓国 春川市出身

林 善雅（イム ソナ）

中国 陝西省出身

劉 衛剛（リュウ エイゴウ）
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〒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 open on this day.
But closed on the following day.

アイパル香川外国語講座
４月期受講者募集中（無料見学可）
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、３１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１３日（火）～７月１５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）

（４月期の日程等は p４をご覧下さい）

外国人のための人権・法律相談
弁護士、法務局職員が相談に応じます。
◆日時：４月１６日（金）、５月２１日（金）、

６月１８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

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。英語、中国語、ポルトガル語での対応
が可能です。

I－PAL KAGAWA
日本語講座（２０１０年前期）
経験豊かな講師陣による入門から初級のクラス
が９クラスあります。
◆日時：毎週水曜日

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

毎週土曜日
日本語１（１０：００～１２：００）
入門１・日本語２（１２：３０～１４：３０）
入門２・日本語３（１５：００～１７：００）

◆期間：４月１４日（水）～９月３０日（木）
◆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。

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

アイパルお知らせメール配信開始
�香川県国際交流協会では、協会の外国語講座
をはじめとする様々な講座情報や、国際交流、国
際協力に関する有用なイベントやセミナー情報を
お届けするお知らせメールの配信を開始します。
登録は無料です。
ご希望の方は所定の用紙にご記入のうえ、FAX

または郵送で、�香川県国際交流協会までお申込
ください。現在のところ日本語のみの配信となり
ます。

講座等予告
	 外国人支援実務研修（６月）

 外国語夏期特別講座（７月）
� 夏期英語セミナー（８月）
（予定につき内容・期日は変更になる場合があります）

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 EEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
毎週さまざまな国の方を講師に招き、英語を通して
いろいろなトピックについて語り合い、お互いの異文
化理解を深めます。ESSは３９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
◆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会会
国際交流に関心を持つ人々が月に一回外国人ゲスト
を迎え、英語による交流を通して、お互いの親睦を図
ったり、国際理解を深めたりする会です。年齢は問い
ません。新人歓迎。
◆日 時：	４月１８日（日） 
５月１６日（日）

�６月２０日（日）
（原則第３日曜日 １４：００～１６：００）

◆場 所：丸亀市生涯学習センター４F第３講座室
◆ゲスト：	ジョセフ・ホワイト（アメリカ）


キファニイ・ベンダー（アメリカ）
�ケイラ・アルバラート（アメリカ）

◆トピック：	アメリカについて

私の故郷ミズーリについて
�米国と日本の教育制度について

◆参加費：１，０００円（当日徴収）
◆問 合：藤村 隆 Tel：０８７５‐８３‐４６５４（自宅）

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
国際交流に関心がある人たちが毎月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１８日（日）お花見
５月３０日（日）たくま福祉まつり

（エスニック料理）
６月２０日（日）グローバルセミナーまたは

新人留学生のお国紹介
◆場 所：松崎コミュニティセンター（詫間駅東側）
◆会 費：５００円
◆問 合：矢野伴治 TEL ０８７５‐８３‐５２８９

e-mail : yano９９６２７＠yahoo.co.jp

香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳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会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会））））））））））））））））））））））））））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例例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会会
香川県を訪れる外国人に、少しでも香川県や日本に
ついての理解を深めてもらい、良好な国際交流を推進
しようという目的で設立されたボランティア通訳の集
まりです。 意欲のある方、大歓迎です。
◆日 時：	 ４月１０日（土） 
 ５月８日（土）

� ６月１２日（土）
何れも１３：３０～１５：００
毎週第２土曜日に開催しています。

◆場 所：高松市男女共同参画センター（高松市 錦町）
◆ゲスト：	 エリン・ウッデル（アメリカ）


 ニック・ジョステン（アメリカ）
� フランソア・ガトウ（フランス）

◆トピック：	セントピーターズバーグについて

私の見た香川
�フランスの紹介

◆参加費：年会費３，０００円（初年度入会金３，０００円）
◆問 合：増田 勝彦 TEL ０８７‐８４３‐９７７０

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（原則として、第４日曜日）、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。
◆場 所：I-PAL 香川
◆時 間：１３：３０～１５：３０（１２月のみ例外）
◆開催日・会場：以下の通り

４月２５日（日）第２会議室 １３：３０～１５：３０
５月２３日（日）第２会議室 １３：３０～１５：３０
６月はアイパル香川で部屋がとれなかったた
め、アイパルでの学習会は中止。
恐らく、他の場所で新エスペラント教師（ア
ルゼンチン出身のアティリオ氏？）と交流。

◆講 師：初級 小阪清行 （四国学院大学講師）
中級 Syam Sundar Pal
（エスペラント上級講師・インド出身）

◆定 員：なし
◆申 込：不要
◆参加費：１回 ３００円（テキスト代）
◆問 合：（小阪）：TEL+FAX：０８７７－２２－４７７１

e-mail : kosaka_kiyoyuki@hotmail.com

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
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）
◆問合せ：大西まゆみTEL０８７－８９８－４２０４

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。
有料講座は受講料を添えてお申込みください。
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/

お 知 ら せ

今年も新年度が始まりました。新年度は気
持ちが引き締まります。今年は、県でも瀬戸内
国際芸術祭がありますが、協会でも様々な行
事を予定しておりますのでどうぞよろしくお
願いします。
また、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。

2010 年４月号・通巻第107 号
編集・発行
（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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