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　去る11月６日(日)に『小さなWaから、大きなWaku²～We are all together～』をテーマにとして、
第17回かがわ国際フェスタを開催しました。
　当日は、開会式と９言語での開会宣言でフェスタがスタートし、アイパル香川館内ではステージイベ
ント、交流・体験ゾーン、ワークショップゾーン、アイパル香川正面玄関前では飲食ゾーン、そして高
松市立中央公園ではスポーツ大会と、多彩なイベントが繰り広げられました。
　また、昨年３月の東日本大震災を受け、防災と人のつながりを考える講演会や災害時に役立つものづ
くりコーナー、防災に役立つ体験コーナーも設置しました。
　曇り空でスタートし、途中少雨もありましたが、9,000人という多くの方にご来場いただき、にぎや
かなフェスタとなりました。
　今号では、かがわ国際フェスタ2011の模様を特集します！　



　香川県防災局 防災指導監乃田俊
信さんによる防災講演会と、カン
ベンガ・マリールイズさん、ピア
ニスト好井一條さんによる、平和
について考えるトーク＆ピアノ演
奏が行われ、来場者のみなさんは
熱心に耳を傾けていました。

　１日限りの世界の飲食テント村の登場です！珍し
いメニューも登場し、どの店も長～い行列ができて
いました。
　また、スタンプを集めると遊べる縁日ブースも設
けられ、一生懸命スタンプを集める子どもたちもた
くさんいました。

　民族衣装ファッションショーからスタートし、韓国伝統芸術公演、ヘルマンハープ＆オカリナ演奏、中国舞踊やイン
ドネシアダンス、バリ舞踊など、華やかなステージが繰り広げられました。めったに見られないステージの数々に、拍
手とシャッター音の嵐でした。

　国際交流団体による展示やグッズの販売に加え、十二単・甲冑の試着コーナーや、和三盆菓子づくり体験教室、様々
な国出身の外国の方々と交流できる『国際協力ふれあいひろば』や『世界旅行ゲーム』などで、日本も含めた世界の文
化を楽しんでいただきました。また、防災体験コーナー『いきる!知恵のＷａ教室』では、災害時に役立つものづくりや
防災かるたなど、遊びを取り入れながら防災について学びました。また、各地域のハザードマップや仮設風呂の模型な
どの展示をしました。どのコーナーも多くの人で大賑わいでした。

　中央公園の芝生広場では、スポーツ大会と、防災体験コーナーが設けられました。スポーツコーナーでは、ジャズ体操
でウォ―ミングアップした後、風船を使った玉入れや、ペットボトルを利用したエコボーリング、パン食い競争など、楽
しい競技が次々と行われ、終始参加者のみなさんの笑顔が絶えませんでした。
　また、『いきる!知恵のWaキャンプ』と題した防災体験コーナーでは、AEDの使い方、応急処置の仕方、土のう作りや
ロープの結び方体験のコーナーがあり、みなさん真剣に学んでいました。初めて体験された方も多かったのでは・・・？

◇防災講演会・トーク＆ピアノ演奏◇

◇高松市中央公園芝生広場（スポーツ大会・防災体験コーナー）◇

◇館内イベント◇

◇ステージイベント◇

◇飲食ゾーン◇
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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 0875-56-5121 
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 

A party to deepen the international 
relations of Sanuki city 087-894-6372 

Sakuramachi Catholic Church  
International Division Japanese Class 087-831-7455 

Japanese Learning Centers 

PICK

UP!!
Sakuramachi Catholic Church  
International Division Japanese Class 

We are offering courses for a small number of people. Participants do not have to be members of the
church. Lesson times depend upon the ability and requirements of the students. Sunday classes take
place before and after mass. Please see below for details.

Location: Sakuramachi Catholic Church, Takamatsu
Lesson time: Every Saturday and every other Sunday
Please direct queries to Nakagoshi (087-831-7455) or Oka (087-865-2243)
at Sakuramachi Church.
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　この講座は、外国にルーツをもつ子どもたちの学習支援を進めるため、子どもたちを取り巻く社会の現状を理解し、
学校や職場、地域社会との連携や協働を考えるもので、日本語指導ボランティアや通訳等ボランティア、学習サポータ
ー養成講座受講者等多くの方々にご参加いただきました。

　早稲田大学文学学術院教授・ＮＰＯ法人かながわ開
発教育センター代表の山西優二氏をお招きし、『多文
化の意味』や『多文化共生とことば』、『多文化共生
と居場所』などについてお話いただきました。
　また、５～6人のグループに分かれてワークショップ
を行い、『人の中にある多文化』について学びました。 【参加者の声】

・多文化の意味することについて、これまでの自分の理解が十分で
なかった。
・見方や考え方が広がったこと、ことばがもつ多面性に驚かされた。

　第２回目は、慶應義塾大学准教授の塩原良和氏をお招きし、「スキルは現場から創りだそう　～外国につながる子ど
もたちへの学習支援～」をテーマに、講演とワークショップが行われました。

　日本福祉大学教授の石河久美子さんによる「外国にルーツをもつ子どもたちへの多文化ソーシャルワーク支援」
についてのお話が予定されています。
※なお、第3回講座の申込はすでに締め切っておりますが、欠員が出る可能性もありますので、興味のある方は、
（財）香川県国際交流協会までお問い合わせください。

第1回目：12月3日(土)＠アイパル香川

第2回目：12月10日(土)＠アイパル香川

【お知らせ】第3回目：平成24年2月11日(土)　13：00～16：30　＠アイパル香川
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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
1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◇◇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

2012年 1月号・通巻第１１５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�ヶ国語�1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：1月�日（木）～�月1�日（火）
     ※途中からでもお入りいただけます。
◆受講料 �,000円（1回�時間、全�回分）

日本語サロン

日本語講座（2011年後期）

 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 :00～1� :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

 経験豊かな講師陣による入門から初級のクラスが�ク
ラスあります。
◆日 時：毎週水曜日
     入門�・日本語�（10:00～1�:00）
     毎週木曜日
     入門1・日本語1（10:00～1�:00）
     毎週土曜日
     入門1（10:00～1�:00） 
     入門�・日本語�（1�:�0～1�:�0） 
     日本語1・日本語�（1�:00～1�:00） 
◆期 間：10月1�日（水）～�月�日（木）
◆受講料：�,�00円（テキスト代：別途）
◆申 込：アイパル香川�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。

●アイパル冬季国際理解講座
 1月下旬から開始いたします。
●【ワンデー・アイパルカレッジ】
 香川に居ながら外国で授業を受ける体験をしてみませ
んか？授業は英語で行います。
◆日 時：平成��年�月1�日（土）10:00～1�:00（予定）
◆場 所：アイパル香川
◆対 象：高校生以上の英語学習者
※申込受付は�月以降となります。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

 協会では、国際交流・協力、多文化共生に興味のある
方を対象に有用なイベントやセミナー情報や県内在住の
外国人のための生活情報を掲載した「アイパル通信」を
年�回発行しています。
 そこで、次回発行にあたり、県内国際交流・協力団体
から外国の方も参加できるイベント情報を募集していま
すので、�月～�月までのイベント情報がありましたら�
月末までにまでにお送りください。
(財)香川県国際交流協会 Fax: (0��)���-��0�

 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：1月�0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

 毎週いろいろな国の方をゲストスピーカーとして招
き、英語で様々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。また時には日本人会員がス
ピーチをすることもあます。ＥＳＳは、1��1年1月以来
�1年間活動しています。
◆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
◆会 費：�,000円（�ヶ月分）
◆問 合：宮西比呂志 Tel : 0��-���-����

 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�

◇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：1月1�日(日)
     �月1�日(日) 
     �月1�日(日) 
    （原則第�日曜日 1�：00～1�：00）
◆場 所：丸亀市生涯学習センター�F第�講座室
◆参加費：1,000円（当日徴収）  
◆問 合：藤村 隆 Tel :0���-��-����（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：1月1�日（日）
     �月1�日（日）
     �月1�日（日）
     原則として、毎月第�日曜日10：00～1�：00
◆場 所：三豊市松崎コミュニティセンター
     （ＪＲ詫間駅そば）
◆連絡先：会長 矢野 0���-��-����
     または事務局長 森岡 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
◆時 間：1�：�0～1�：�0
◆日程・会場：1月��日（日）第一会議室
     �月��日（日）第一会議室
     �月��日（日）小会議室
◆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

 明けましておめでとうございます。１年１
年本当に早いですね。
 今年も協会では、様々な講座やセミナーを
開催する予定ですので、どうぞよろしくお願
いします。
 �01�年もみなさんにとって良い年になる
といいですね～

アイパル海外留学
ワーキングホリデー情報フェア

講座予告！

 海外留学やワーキングホリデーについての情報を提供
します。
◆日 時：�月10日（土）～�月1�日（土）（予定）
     �:00～1�:00（予定）
※1�日（火）は休館日、最終日は午後�時まで。
◆場 所：アイパル香川(香川国際交流会館)1階
     アイパルプラザ
◆内 容：海外留学やワーキングホリデーに関する本や

資料の展示・閲覧(一部資料は配布)
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