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モンゴルに行ってきました！～教師海外研修レポート～

建設支援した学校にて、笑顔で勉強する子どもたち

ホームステイ家族の子どもたち

丘の上から見たウランバートル市

モンゴルへ出発！（空港にて）

児童保護施設「太陽の子どもたち」
での歓迎ミニコンサート

チャリティショップ
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◇仏生山国際交流会◇

◇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10月号・通巻第１１４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

　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8ヶ国語31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、9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：10:00～12:00、13:00～15:00、18:00～20:00など
◆期　間：9月3日（土）～12月6日（火）
　　　　　※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）

日本語サロン

秋季アイパル子どもクラブ

　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。

　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 :00～12 :00
　　　　　　アイパル香川　交流フロアー
　　　　　②毎週木曜日　18 :00～20 :00
　　　　　　アイパル香川　ライブラリー
　　　　　③毎週日曜日　13 :00～16:00
　　　　　　アイパル香川3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

①キム・セヒョンと韓国を味わおう！
◆日　時：10/1(土)15:00～17:00
◆講　師：香川県国際交流員　金 洗賢
②クリスと英語で遊ぼう！
◆日　時：10/15(土)10:00～12:00
◆講　師：香川県国際交流員　クリストファー・マッケーブ
③いろんなことばを体験しよう！多言語ぬりえゲーム
◆日　時：11/19(土)10:00～12:00
◆講　師：JICA四国国際協力推進員　山下理香 氏
④“Nature for your Future”(未来に残したい自然)
◆日　時：11/26(土)10:00～12:00
◆講　師：平山保育園長　筑後　孝治氏
　　　　　香川県国際交流員　リンジー・クラーク
◆場　所：④のみドングリランド　※現地集合です。
　それ以外はアイパル香川（香川国際交流会館）
◆対　象：小学校3年～6年生
◆参加費：各回500円
◆定　員：30名（先着順）

　英語を使って何か他のことを学びたい！と思っている方必
見、英語でブラジルの歴史や文化を学んでみませんか？ブラジ
ルに生まれアメリカに留学した講師が英語を使ってブラジルの
全てをお教え致します。ブラジルという国に興味のある方はも
ちろん、英語力に自信のある方、英語に触れたい方は奮ってご
参加ください！（※講座はすべて英語で行います。）
◆日　時：10/22（土）15:30～17:30
◆場　所：アイパル香川3Ｆ　第6会議室
◆受講料：1000円
◆講　師：香川ロブソン正幸（香川県海外技術研修員）
◆定　員：30名

　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：10月21日（金）、11月18日（金）、12月16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

　1971年１月に活動を始めて以来40年の歴史が有るＥ
ＳＳは、毎週さまざまな外国人ゲストを招き英語でいろ
いろなトピックについて語りあい異文化理解を深め英語
力向上を目指す人たちの集まりです。初めての方でも気
軽に参加いただけます。10月2日にはピクニックを予定
しています。
◆日　時：毎週土曜日（18：30～19：30）
◆場　所：丸亀市生涯学習センター4階402講座室
◆会　費：5,000円（3ヶ月分）
◆問　合：亀井武揚　Tel : 090-9775-9258

◇仏生山国際交流会◇
　第21回記念国際スポーツ＆レクリエーション大会2011
を開催します。皆様ふるってご参加下さい。
◆日　時：11月23日(祝)9：30～16：00
◆場　所：仏生山公園体育館
◆主　催：仏生山国際交流会
◆後　援：（財）香川県国際交流協会、高松市、
　　　　 （財）高松市国際交流協会
◆種　目：チーム対抗三種球技（ソフトボール、バトミン
　　　　　トン、卓球）とレクリエーション（綱引き、玉
　　　　　入れ、借物競走等）申込希望者（1人2種目まで
　　　　　に限定）ソフトバレーボール（4人制）、ピンポ
　　　　　ン（ダブルス）、バトミントン（ダブルス）
◆参加費：一般　500円（スポーツ保険、ドリンク、軽食）、
　　　　　留学生・研修生等　無料
◆服　装：スポーツができる服装、上靴
◆問　合：十河　瞳　 Tel:087-889-1419　Fax:087-889-1446
　　　　　江郷　弘子 Tel/Fax:087-885-1332
◆申　込　11月12日(土)まで

　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：大西まゆみ　Tel : 087-898-4204

◇丸亀リンゴクラブの例会◇◇丸亀リンゴクラブの例会◇

◇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◇

　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。例会日はお問い合わせください。見学歓迎！
◆日　時：10月16日(日)
　　　　　11月20日(日) 
　　　　　12月18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
◆参加費：1,000円（当日徴収）　　
◆問　合：藤村 隆　Tel :0875-83-4654（自宅）

◇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：10月16日（日）
　　　　　11月20日（日）
　　　　　12月18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：500円
◆問　合：事務局長　森岡　茂　Tel : 0875-83-2231

◇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4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。
◆日　時：①10月23日（日）13：30～15：30
　　　　　②11月27日（日）13：30～15：30
　　　　　③12月10日（土）18：00～
◆場　所：①アイパル香川 3階第2会議室
　　　　　②③高松市市民センター茶華道室
◆定　員：なし
◆申　込：不要　
◆参加費：①②1回300円（テキスト代）
　　　　　③約1000円（夕食付き）
◆問　合：（小阪）TEL・FAX : 0877-22-4771
               e-mail: kosaka_kiyoyuki@hotmail.com

　今年もかがわ国際フェスタの季節になり
ました。今回は、これまでの内容に加え、日
本文化体験コーナーや防災について学べる
コーナーもあります。また、国際フェスタの
他にも、協会では様々なイベントを開催予
定です。
　詳しくは、協会のホームページをご覧く
ださい。皆様のお越しを心よりお待ちして
おります。

国際理解講座(平成23年度秋季コース)

英語で学ぼう！ブラジル文化講座（外国語講座）

①《好吃(ハオチー)！中国の家庭料理》
◆日　時：10/7(金)　10:00～11:30
◆講　師：権　春美
②《英語俳句で秋を詠もう》
◆日　時：10/18(火)10:00～11:30
◆講　師：クリストファー・マッケーブ
③《“Current　Events”（ニュースの英語と時事問題）》
◆日　時：11/9(水)10:00～11:30
◆講　師：クリストファー・マッケーブ
④《K-POPに触れてみよう！》
◆日　時：11/11(金)13:30～15:00
◆講　師：金　洗賢
⑤《韓国の“チュユポックム”（肉野菜甘辛炒め）》
◆日　時：11/16(水)10:00～11:30
◆講　師：金　洗賢
⑥《中国の季節の伝統行事と漢詩》
◆日　時：12/14(水)13:30～15:00
◆講　師：権　春美
◆場　所：①、⑤香川県社会福祉総合センター6F調理実習室
　それ以外アイパル香川（香川国際交流会館）3階会議室
◆受講料：①、⑤各講座1,500円、それ以外各講座500円
◆定　員： ①、⑤　20名、それ以外30名
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