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   Up un�l now, we have been broadcas�ng useful living informa�on for foreigners living in Kagawa,
alterna�ng between English and Chinese every Sunday at 8:55pm. Beginning July, the broadcast
schedule will change as wri�en below.In addi�on, the broadcasts during the first and second week of
the month will be in the same format as the past, but the third week and later will be broadcasts with
Coordinators for Interna�onal Rela�ons (CIRs) and other foreign speakers discussing various topics in
Japanese.
   With the new format, not only will foreigners living in Kagawa be able to listen to the broadcasts,
but also Kagawa residents with an interest in languages will be able to listen to the interes�ng topics
and one-point language corner.  We hope that you enjoy the new format.

Broadcast period From July 2011
Broadcast date and  Time
Broadcast Sta�on FMKagawa 78 6MHz

多言語FMラジオ放送【香夢音 I-PAL】がリニューアルします

Every Saturday 17:55pm  18:00pm 5 min.

On July 24 th  (Sun.), I-Pal Kagawa will hold a event where you can enjoy things like bossa nova music and a capoeira show (12:00-14:30)!
There will also be Brazil-related things for sale including snacks and sweets (11:30-15:00).  It’s an event you shouldn't miss!

FREE

↑FM香川パーソナリティ　蒲野さん
がまの
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Class Fee : 

Free

Class Fee : 

Free

!

!

Japanese Learning Centers 
Kagawa Prefecture International Exchange Association 087-837-5908 
Takamatsu International Exchange Association 087-837-6003 

Marugame International Exchange Association 0877-56-1771 

Higashikagawa International Exchange  Association 0879-26-1215 
Japanese Language Circle, “Wa” no kai” 090-2893-6352 
Mitoyo Japanese Class 090-3215-9558
Miki –cho Japanese Square 087-891-3314 

Tadotsu Japanese Exchange Meeting 090-6280-6917 

Manno International Exchange Association 0877-75-0200 

Japanese “Manno” 0877-79-1266 
080-2996-4567 

Sanuki-shi Japanese Volunteer Meetings 087-894-6372 

Sakuramachi Catholic Church  
International Division Japanese Class 087-831-74554 

A Japanese language course will be taught fromAugust 4
th
 until November 24

th
.

In addition to learning useful Japanese for daily living, we will invite government and insurance employees (notary 

public and social insurance workers) for consultation (translation provided). 

Location: Kanno Kouminkan (Kanno Community Center)      Time: Every Thursday from 3pm ~ 5pm 

In addition, for those of you who would like to study Japanese, but classes are too far away or your schedule doesn’t 

allow you to attend, then our correspondence Japanese classes (concurrently held with the regular courses) are just for you.

There are various levels provided and based on your goals, study materials will be sent, graded, and returned once per week. 

There will be a preliminary explanation meeting held in mid-July for those interested in joining a correspondence course.   

Contact 0877-75-0200 

(Manno International Exchange Association Office, Karin Kaikan (Karin Meeting Hall), closed every Wednesday) 

Not only a place to study Japanese, but a place 
for speaking and enjoying Japanese. 
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0877-75-0200 
( )

Japanese Learning Centers 
PICK
UP!! Manno International Exchange  Association 
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Preventing Food Poisoning

Summer is the season of the year when it is particularly important to be careful about food poisoning.  During this season, the bacteria that cause food poisoning are most 

active, making it easier than ever to get food poisoning.  Last year in Kagawa Prefecture, there were 17 cases of food poisoning, which affected a total of 1156 people. 

Kagawa Prefecture has, therefore, designated August as “Food Sanitation Month.”  The prefecture is working hard to provide you with information about food safety and 

to promote accurate knowledge of food sanitation. 

We would like to introduce six checkpoints that you can use at home to ensure that you do not get food poisoning. 

1. When you buy raw ingredients such as meat, fish, and vegetables at the grocery store, be sure to buy fresh products.   

Also be sure to check the posted expiration dates. 

2. Immediately after you return home from shopping be sure to put foods that require being kept at low temperatures into their proper places in either the 

refrigerator or the freezer.  Your refrigerator should be kept below 10 degrees Celsius, and your freezer should be kept below minus 15 degrees Celsius. 

3. Wash your hands.  Before preparing food, before eating, after using the restroom, and after returning home,  be sure to wash your hands thoroughly.   

In addition to washing your cooking and eating utensils, knives, and cutting boards with soap, it is also important to bleach, disinfect, and rinse them with 

hot water. 

4. Be sure to heat your food properly when cooking.  Ideally, the inner part of whatever food you’re cooking should be cooked for over a minute at 85 degrees 

Celsius. 

5. Place your cooked food on clean eating utensils.  Food that is eaten hot should be well heated and food that is eaten chilled should be well chilled.   

Hot food should ideally reach a temperature of over 65 degrees Celsius, and chilled food should ideally reach a temperature below 10 degrees Celsius. 

6. Place leftovers in shallow containers and in small portions so that they can cool quickly and then be stored in the proper place.  When reheating your 

leftovers, be sure to heat them properly. 

Lately there has been an increase in the cases of food poisoning caused by the campylobacter and E. coli bacteria.  These bacteria are types that can be found in the 

intestines of livestock.  You probably will have some opportunities to cook raw meat while either camping or barbecuing this summer.  It’s important not to eat meat raw.  

Be sure to heat it thoroughly. 

  The main symptoms of food poisoning are stomach pain, vomiting, diarrhea, fever, etc.  Symptoms are very similar to those of a common cold.  If you think that you 

might have been food poisoned, please see a doctor as soon as possible. 
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The details for this year’s International Speech Contest in Japanese are written below. 

Date: September 17 (Sat.) 1:00pm ~ 4:30pm 

Location: I-Pal Kagawa 3
rd

 Floor Large Meeting Room (free admission)  

Participants who have received awards in the past are not eligible to join. 

For more details, please visit the I-Pal Kagawa website. (087)837-5908 or send us an email at 2011benron@i-pal.or.jp

We’re looking forward to receiving your applications!

NPO

760 0080 9 4365-8 
Tel:(087)865 3945 Fax:(087)865 3945 

~We are currently looking for people to join the 22nd International Speech Contest in Japanese!~ 
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Well, it looks my 2 years as a CIR is finally coming to a close.  At first the job was quite challenging, but as I 

engaged in exchange with Kagawa’s people through various work (translating, interpreting, school visits, international 

understanding classes, etc.), I was also able to have a fulfilling personal life. I have made a list of “my favorite” things 

about Kagawa.  

My favorite Sanuki-ben: “kakan kin kon, kon kin kakan”  

My favorite type of udon: Yuzu bukkake  

My favorite place: Manno Park (The big red balls and mountain shaped trampoline are great!)

My favorite temple of the 88 temples: Iyadani-ji (It was the first one I visited and has a neat history.)

   lavitseF nogarD oiN ehT :lavitsef etirovaf yM

My favorite experience: Swimming in the Seto Inland Sea at night and seeing all bioluminescent plankton. It was like floating in space.  

My favorite food (other than udon): Soho mikans and Nio Takoban  

My favorite (honorary) Kagawa person: Isamu Noguchi  

My favorite café: Café de Flots  

My favorite Oyaji Gyagu: If you’re bitten by a tiger, OUCH (“itaiga”)!  

This has been a great chance to have many experiences and make lots of good memories.  I’m not sure what I will do next, after returning to America, but I 

know that I will come back to Kagawa to visit someday.  Also, if you have the chance, please come visit me in Oregon.  I’ll be waiting! Thanks again for 

everything. See you again. 
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◇丸亀ESS◇

Ｉ － Ｐ Ａ
Ｌ Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ

〒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
9月期受講者募集中(無料見学可)

外国人のための生活相談窓口

外国人のための人権・法律相談

ホームステイ・ホームビジット受入家庭募集

◇丸亀ESS◇

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。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/

お 知 ら せ

2011年 7月号・通巻第１１３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

 �月期は�月�日（土）から始まり、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、イタリア語の全�ヶ国語��クラスの講座が行わ
れています。学期ごとにお申込みが必要ですが、�月期
及び1月期は継続受講者を優先としますので、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：10:00～1�:00、1�:00～1�:00、
     1�:00～�0:00など
◆期 間：�月�日（土）～1�月�日（木）
     ※途中からでもお入りいただけます。
◆受講料 1�,000円（1回�時間、全1�回分）

日本語サロン

アイパル夏期特別外国語講座

 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：①毎週火曜日 10 :00～1� :00
      アイパル香川 交流フロアー
     ②毎週木曜日 1� :00～�0 :00
      アイパル香川 ライブラリー
     ③毎週日曜日 1� :00～1�:00
      アイパル香川�階会議室
※ ①・②主催：(財)香川県国際交流協会
※ ③主催：(財)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

《英語編》
 小学校の英語必修化にちなんで、今回の夏期特別講座
英語編は小学校�年生から�年生を対象とした英語講座で
す。パット先生と一緒にドッジビーというスポーツや
ブーメラン作りをし、オーストラリアの動物を知りなが
ら、楽しく英語を学びましょう。
◆日 時：①ブーメランを作ってみよう ! �月�日(土)
     ②ドッジビーで遊ぼう ! �月1�日(土)
     ③オーストラリアの動物たち �月��日(土)
     いずれも10 :00から1� :00まで
◆場 所：アイパル香川�階 第�会議室 
◆講 師：パトリック カンロン
◆受講料：�00円(各講座)
◆定 員：�0名（先着順）

 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。

 弁護士、法務局職員が相談に応じます。
◆日 時：�月1�日（金）、�月1�日（金）、�月1�日（金）
     いずれも1�：00～1�：00
◆場 所：アイパル香川会議室
◆申 込：事前予約が必要です

 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。登録用紙はホームページか
らもダウンロードできます。

 毎週さまざまな国の方をゲストスピーカーとして招
き、英語で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ています。ESSは1��1年1月に活動
を始めて以来�0年の歴史が有ります。会員には様々な人
たちがいます。はじめての方でも気軽に参加いただけま
す。�月末にはピクニックを予定しております。
◆日 時：毎週土曜日（1�：�0～1�：�0）
◆場 所：丸亀市生涯学習センター�階�0�講座室
◆講 師：さまざまな国籍の方（毎週交代）
◆会 費：�,000円（�ヶ月で）
◆問 合：小野 環 Tel : 0���-��-����

◇香川県海外技術研修員歓迎会のご案内◇◇香川県海外技術研修員歓迎会のご案内◇
 香川県に到着した海外技術研修員等の歓迎会を開催し
ます。生活習慣や文化等互いに知り合おう、助け合お
う、分かり合おうと心の通った交流を目的に留学生も参
加しての交歓、歓迎会です。どなたでも参加できます。
◆日 時：�月�1日(日)1�時～1�時（受付1�時�0～）
◆場 所：ホテルニューフロンティア�階
◆会 費：一般1,�00円 外国人・学生1,000円(軽食･飲み物)
◆申 込：�月��日(日)まで
◆問 合：十河 Tel : 0��-���-1�1� Fax : 0��-���-1���

◇unit-Cyan（金森 穣＆井関 佐和子）『シアンの告白』◇◇unit-Cyan（金森 穣＆井関 佐和子）『シアンの告白』◇
巨匠モーリス･ベジャールらに師事後、ヨーロッパスタ
イルのプロダンスカンパニーNoismを立ち上げ、振付家
として国内外で高い評価を得ている金森穣が、公私共に
パートナーである井関佐和子と生み出す美しい舞台で
す。
◆日 時：�月��日（日）1�:00開演(1�:�0開場)
◆場 所：サンポートホール高松４階 第1小ホール
     高松市サンポート�-1
◆問 合：財団法人高松市文化芸術財団
     事業グループ Tel : 0��-���-�010

◇高松トーストマスターズクラブ◇◇高松トーストマスターズクラブ◇
 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�日曜（1�：00～1�：00）
◆場 所：高松市男女共同参画センター（錦町）
◆会 費：�か月分会費�,�00円
     （入会金不要・入会月より月割り計算）
◆問 合：大西まゆみ Tel : 0��-���-��0�

◇詫間ドリアンクラブ例会◇◇詫間ドリアンクラブ例会◇
 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：�月1�日（日）、�月�1日（日）、
     �月1�日（日）いずれも午前10時から
◆場 所：三豊市詫間町 松崎コミュニティセンター
◆会 費：�00円
◆問 合：会長   矢野 伴治 Tel : 0���-��-����
     事務局長 森岡 茂  Tel : 0���-��-���1

◇世界共通語 エスペラント の講習会◇◇世界共通語 エスペラント の講習会◇
 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�日曜日）、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。
◆場 所：アイパル香川 第�会議室 
◆日 時：�月��日（日）、�月��日（日）、�月��日（日）
     いずれも1�:�0から1�:�0まで
◆定 員：なし
◆申 込：不要
◆参加費：1回 �00円（テキスト代）
◆問 合：（小阪）：TEL・FAX : 0���-��-���1
               e-mail: kosaka_kiyoyuki@hotmail.com

今年も、大人から子どもまでご参加いただ

けるイベントや講座を予定しております。

また、夏にぴったりのブラジルの文化を体

験できるイベントも開催します。

皆様お誘いあわせの上お越しください。

アイパル夏期特別外国語講座
《韓国語編：1日で読めるハングル　～今日はハングルマスターの日！～》
 短い時間ですが、頑張れば本当に読めるようになれま
すよ！発音の練習もします。ハングルは基本母音・子音
が全部で��個の非常に簡単な、さらに世界遺産にもなっ
ている素敵な文字です。その素晴らしさを一緒に味わっ
てみましょう。
◆日 時：�月�0日(土) 10 :00～1� :00
◆場 所：アイパル香川�階 第1会議室 
◆講 師：金 洗賢
◆受講料：1,000円
◆定 員：�0名（先着順）

《ネパール語編》　まだまだ空きがあります!!
 ネパールという神秘的な国の言語を学んでみませんか。
あまり日本では馴染みがない文字・言語ですが、難解な文
字が読めるようになったときの感慨はひとしおです。ま
た、簡単な会話もできるようになりますよ。講師は県内在
住のネイティブの方です。生のネパール語が聞けます。
◆日 時：�月1�日、��日、�0日(土) 1�:�0～1�:�0
◆場 所：アイパル香川�階 第�会議室 
◆講 師：サンジャ・ラジ・カナル
◆受講料：�回で�,000円
◆定 員：�0名（先着順）

《フィリピノ語編》　まだまだ空きがあります!!
 フィリピノ語はタガログ語を母体として標準化された
言語でフィリピンの公用語のひとつです。日本ではあま
り馴染みがありませんが、この夏、フィリピンに行こう
と思っている人もそうでない人もフィリピノ語に挑戦し
てみませんか？講師は四国学院大学フィリピノ語講師の
方です。発音や挨拶の仕方から簡単な会話までこの�日
間でマスターしましょう！
◆日 時：�月1�日、��日、�0日(土)1�：�0～1�：�0
◆場 所：アイパル香川�階 第� 会議室
◆講 師：嶋田マリア 
◆受講料：�回で�,000円
◆定 員：�0名（先着順）
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