
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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特集　かがわ国際フェスタ2010を開催しました
学校現場における「やさしい日本語」
ワークショップ（案内）

世界のあれこれ～中国編～

アイパルプラザ助成のお知らせ
海外技術研修員帰国インタビュー

I-PAL NEWS
Information（県内イベント情報）

“かがわ国際フェスタ 2010“かがわ国際フェスタ 2010を開催開催しました”しました”“かがわ国際フェスタ 2010“かがわ国際フェスタ 2010を開催開催しました”しました”“かがわ国際フェスタ 2010を開催しました”

11 月 7日（日）にアイパル香川と高松市立中央公園で“世界県民大集合フェスタでつくろ
う、世界のWa、香川のWa”をテーマに「かがわ国際フェスタ 2010」が今回も、開催されま
した。 今年は、アイパル香川館内に移し、飲食テントゾーンもアイパル香川正面玄関前に集
約しました。 また、講演会やシンポジウム、ステージ、交流・体験ゾーンを開催したり、中央
公園では、多彩なスポーツ大会もあり、内容の濃いフェスタとなりました。 オープニングセ
レモニーは若干の雨に見舞われましたが、それ以降は天気予報を裏切っての“晴れ”に恵ま
れ、11,000 人というたくさんの方にご来場いただきました。 今号では、かがわ国際フェス
タ 2010 の模様を特集します。

ようこそ！ JICAへ
協会ライブラリーからのお知らせ



☆飲食テント村☆☆飲食テント村☆

☆館内イベント☆☆館内イベント☆

かがわ国際フェスタ 2010かがわ国際フェスタ 2010かがわ国際フェスタ 2010かがわ国際フェスタ 2010かがわ国際フェスタ 2010

☆ステージイベント☆☆ステージイベント☆☆ステージイベント☆☆ステージイベント☆☆ステージイベント☆
中 2階交流フロアに設けられたステージでは、神楽やフラダンス、民族衣装、馬頭琴、フルス、バイオリン、イタリア
の歌、変面など多彩なイベントが繰り広げられました。

☆講演☆講演会・ワークショップ☆ワークショップ☆☆講演☆講演会・ワークショップ☆ワークショップ☆☆講演会・ワークショップ☆

平野キャサリンさんによる（財）高松
市国際交流協会設立 20 周年記念講
演会・ワークショップ、と福留功男
さんによるトークショーが行われま
した。 みなさん熱心に耳を傾けられ、
質問もたくさんあがっていました。

☆中央公園芝生広場　スポーツ大会☆☆中央公園芝生広場　スポーツ大会☆☆中央公園芝生広場　スポーツ大会☆☆中央公園芝生広場　スポーツ大会☆☆中央公園芝生広場　スポーツ大会☆

ジャズ体操やエコボーリング、パン食
い競争など、みなさん終始笑顔で楽し
んでいました。 また、玉入れでは、ど
のチームも接戦で歓声が起こってい
ました。
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☆飲食テント村☆☆飲食テント村☆☆飲食テント村☆☆飲食テント村☆☆飲食テント村☆

☆館内イベント☆☆館内イベント☆☆館内イベント☆☆館内イベント☆☆館内イベント☆

かがわ国際フェスタ 2010かがわ国際フェスタ 2010

☆ステージイベント☆☆ステージイベント☆

☆講演会・ワークショップ☆☆講演会・ワークショップ☆

☆中央公園芝生広場　スポーツ大会☆☆中央公園芝生広場　スポーツ大会☆

今年も一日限りの世界の飲食テント村が登場し、どこも長い行列ができました。

国際交流団体による展示や料理やグッズの販売に加え、留学生グループによる世界旅行体験ゲームや外国人講師に
よるクラフト作りなど、みなさん思い思いの作品を作ったり、世界旅行気分を味わいました。
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アイパルプラザ使用助成のお知らせアイパルプラザ使用助成のお知らせ

2010 年は中国、アルゼンチン、ブラジルの 3カ国から 5名の海外技術研修員を迎えました。
12月中旬に研修を終え、帰国した 5名の研修員です。 6 か月という短い期間でしたが、みなさん熱心に研修に励
んでいました。
①名前　②出身国　③研修先　④趣味　⑤香川県の好きな場所　⑥将来の夢や希望

学校現場における「やさしい日本語」ワークショップ

                              

  

◆日時＆会場
  FAX: 0879-26-1334
  FAX:0877-75-2555
FAX:087-837-5903

◆◆定員：
◆問合先：
◆申込期間：

◆申込方法：：　　

…

2

1
2

1

参加者募集

4



アイパルプラザ使用助成のお知らせアイパルプラザ使用助成のお知らせアイパルプラザ使用助成のお知らせアイパルプラザ使用助成のお知らせアイパルプラザ使用助成のお知らせ

①韓　虹
②中国
　（陝西省西安市）
③香川県観光交流局
　 香川県税務課
　 香川県税事務所
　 香川県国際課
　 香川県産業政策課

④旅行、読書、料理、音楽鑑賞
⑤栗林公園、仏生山の寮、香川県庁
　 アイパル香川
⑥家族や娘が健康で長生きすること。

①渡辺 ユウジ ロドリコ
②ブラジル
　（サンパウロ州）
③ブリーザーズスク
　 エア運営委員会
　 （財）香川県国際
　 交流協会

④サッカー
⑤直島（南寺）
⑥仕事と趣味を充実させること。

①蕪木 マリアーナ 輝美 
②ブラジル
　（パラー州）
③かがわ総合リハビ
　 リテーション事業
　 団

④食べること、勉強すること、水泳
⑤サンポート、小豆島、観音寺、栗林公園、
　 かがわ総合リハビリテーションセンター
⑥理学療法のスキルを上達させること。

①蘇　貞
②中国
　（陝西省西安市）
③香川県国際課
　 香川県産業政策課
　 （財）香川県国際
　 交流協会

④音楽、スポーツ、旅行、写真、
　 違う国のダンス
⑤直島地中美術館と小豆島
⑥日本と中国の文化交流やビジネスの場所を
　 作ること。

①真木　忠　ハビエル
②アルゼンチン
　（ブエノスアイレス州）
③香川大学工学部

④ピアノ演奏、歌、ラグビー
⑤栗林公園
⑥自分の会社を起こすこと。

平成22年度 海外技術研修員帰国インタビュー平成22年度 海外技術研修員帰国インタビュー
20102010 年は中国、アルゼンチン、ブラジルの 3カ国から 5名の海外技術研修員を迎えました。年は中国、アルゼンチン、ブラジルの 3カ国から 5名の海外技術研修員を迎えました。
12月中旬に研修を終え、帰国した 5名の研修員です。 6 か月という短い期間でしたが、みなさん熱心に研修に励12月中旬に研修を終え、帰国した 5名の研修員です。 6 か月という短い期間でしたが、みなさん熱心に研修に励
んでいました。んでいました。
①名前　名前　②出身国　出身国　③研修先　研修先　④趣味　趣味　⑤香川県の好きな場所　香川県の好きな場所　⑥将来の夢や希望将来の夢や希望

2010 年は中国、アルゼンチン、ブラジルの 3カ国から 5名の海外技術研修員を迎えました。
12月中旬に研修を終え、帰国した 5名の研修員です。 6 か月という短い期間でしたが、みなさん熱心に研修に励
んでいました。
①名前　②出身国　③研修先　④趣味　⑤香川県の好きな場所　⑥将来の夢や希望

世界各国の伝統・文化や国内事情などを紹介し、県民の皆様に国際
理解を深めていただくため、(財 ) 香川県国際交流協会では、この目
的に沿って会館 1 階のアイパルプラザを使った写真展示やイベン
トの開催などで、特に営利を目的としないなどの内容であれば、ア
イパルプラザ使用料の助成を行います。

対象：国際交流・協力団体や留学生グループなど
　　　国際交流や国際協力、多文化共生など、 日頃の活動内容の　
　　　発表の場としてもご活用いただけます。
　　　また、アイパルプラザ使用料助成の外、展示に係る材料費　
　　　なども予算の範囲で助成の対象とします。

詳しくは(財)香川県国際交流協会事務局へお問い合わせください。

カン　 コウ サナギ　タダシソ　  テイ

カブキ 　　　　　　 テルミワタナベ
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～～よよううここそそ！！ JJIICCAAへへ～～

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボ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ィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ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アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～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界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界もももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももも、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分もももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももも、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変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ええええええええええええええええええ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るるるるるるるるるるシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシ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ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ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トトトトトトトトトト。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
今月に、香川から出発される青年海外協力隊の皆さんです！

JICA四国HPはこちら→　http://www.jica.go.jp/shikoku/index.htm

いし  ばし たく  し

石橋卓士さん
（さぬき市）
派遣国：パプアニューギニア
職種：コンピュータ技術

やま　だ　 あ　 ゆ　 こ

山田亜由子さん
（多度津町）
派遣国：パナマ
職種：村落開発普及員

くわ はら なお  き

桑原直幹さん
（高松市）
派遣国：マーシャル
職種：理数科教師

派遣国：カンボジア　職種：看護管理　配属先：国立小児病院　任期：2009年9月～2011年9月

カンボジア活動便り ～シニア海外ボランティア　楠川富子さん～

いつも周囲に笑顔と「元気」をふりまいてくださる楠川さん。 高松赤十字病院を定年退職後、現在は、シニア海外
ボランティアとしてカンボジアの首都プノンペンにある国立小児病院に 2度目の派遣中です。

　「スオスダーイ」クメール語の挨拶の言葉でこんにちは。ここカンボジアに、再び JICAシニア海外ボラ
ンティアとして派遣され二年目となります。配属先の国立小児病院は、家族総出で田舎から一日かけてや
ってくる人たちも多く、病院とはいえ非常に活気のあるところです。日本の NGO支援による栄養バラン
スのとれた院内給食も大好評です。家族全員でこんなご馳走食べたことがないと美味しそうに食べてい
る姿を見ると、戦後の日本が思い出され、懐かしい思いがします。海外からの援助が必要な途上国はたく
さんあります。ここカンボジアでも多くの分野で必要とされています。中でも乳児死亡率が日本に比べ
30倍近くあり、悲惨な現実が毎日くりかえされています。
　私の仕事は、看護指導者の人材育成です。現地の人たちに健康教育と病気予防の重要性を伝えるため、
活動に取り組んでいます。香川県は JICA と共同で国際協力事業を実施しており、県立中央病院の医師と
救急認定看護師を講師とする救急医療の講演会がプノンペンの市民病院で実施されました。現地救急隊
員が講演に真剣に聞き入り、実技にも積極的に取り組む姿は非常に頼もしく、多くの命が救われていくこ
とを確信しました。一人の力は小さいけれど、自分の培った技術を海外支援に生かせる現実を多くの皆様
に知ってもらいたいと今日も院内を巡り、定年後のやりがいのある充実した人生を送っています。皆様が
身の回りにある海外支援活動に興味を持っていただけることを願っています。

配属先の病院の玄関で
ナースの方と

活動への協力者の皆さんとは
クメール語で打ち合わせをします

救急医療研修会時の皆さんの
真剣な表情が印象的でした

新しい日本語能力試験に対応したテキストや日本語教育に関する本など、日本語学習に関
する本が約１７０冊、ライブラリーに入りました。ＣＤ付の本を借りる場合は、書架にある
専用シートと交換で貸出しますので、係にお知らせください。ご利用お待ちしています。

くすがわ  とみこ
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前号より新しくなった「世界のあれこれ」をお届けします。
今回は、国際交流員のトウショウケンさんに中国の春節 (お正月 )につい
て紹介してもらいましょう。今年の春節は、2月 3日 ( 木 ) です。
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