
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。 
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５月２７日（土）・２８日（日）の２日間、サンポート高松テントドーム広場で「かがわ国際フェスタ２００６」が
開催されました。国際交流団体など県内約６０の団体が、飲食・展示・バザーコーナーに出展するとともに、
ステージイベント等を盛り上げました。
当協会のブースでは、国際交流員による紙粘土教室を行いました。紙粘土教室では、国際交流員と一緒
に作った紙粘土細工を、うれしそうに持ち帰る子どもたちの笑顔が印象的でした。
また、ステージでは、さぬきうどん音頭やブラジルサンバカーニバルなどが披露され、参加者は各国の
音楽に合わせて踊り、交流を深めました。



★ベジマイトってどんな食べ物？

ベジマイトとは茶色で塩辛いペースト状の食べ物。マーガリンやジャムのようにパン等にぬって食べ
ます。
塩っ辛い味です。食べ方は、パンにぬるのが一般的ですが、穴の開いたクラッカーにベジマイトをぬっ
て、チーズを挟み、その上にクラッカーを重ねて食べてもおいしい！
ベジマイトがサンドされたベジマイトビスケットもオーストラリアのスーパーで買うことが出来ます。

１８３１年にオーストラリアの捕鯨船が北海道に来航したことから日本とオーストラリアとの交流が始まりました。
２００６年は日豪友好基本条約締結から３０周年を迎える年になります。友好関係、相互理解、協力をさらに深めていくこ
とを目的とする日豪交流年にちなんで、アイパル香川では様々なオーストラリアのイベントを行いました。その中の
一部をご紹介します。

★BYOって何のこと？

BYOとはBring Your Ownの略。
オーストラリアのレストランでは酒
類の販売がライセンス制になってい
ます。ライセンスを取得していない
レストランではBYOといって自分
達で好きなお酒を持ち込むことがで
きます。リカーショップで購入した
お酒を持ち込んだほうが安くつくこ
とが多いので万人に好まれているみ
たい。

５月１９日にヨンデンプラザ・サンポートでオーストラリア出身の国際交流員アマ
ンダによる国際料理講座を開催しました。
受講生の皆さんと一緒にANZACビスケットとラミントンを作りました。簡単

に作れておいしいと受講生の方には好評でした。料理だけでなく、ANZACビスケ
ットやBilly Tea の由来なども学び、講座を通じて料理の歴史も知ることができま
した。

５月３０日と６月６日の２日間、アイパル香川でアボリジニ・
アート教室を行いました。講師のアマンダよりアボリジニの歴
史についての説明を受けた後、受講生それぞれが、アボリジニ
・アートを作りました。木の棒を使って描くアートは、きれい
な円の形を作るのに苦戦しましたが、何枚も描くうちに次第に
上手くなり、すてきなアボリジニ・アートが完成しました。

★オージーイングリッシュを教えて！

「G'day Mate」－やぁ、こんにちは
「How's it going?」－お元気ですか？
これらの挨拶は有名ですね。
スポーツを応援するときのかけ声では、
「Aussie，Aussie，Aussie，Oi!Oi!Oi！」があります。
日本でいうと「ニッポン、チャ、チャ、チャ！」と同じですね。
単語であげると、afternoon→arvo university→uni

kindergarten→kindy television→telly Australian→Aussie
単語を省略して最後をイーの発音にすることが多いですね。

国際交流員
アマンダさんに
インタビュー
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ラミントン ANZACビスケット

もっと知
りたい

オースト
ラリア

ベジマイト
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香香川川県県県県民民ホホーールルココンンササーートト
●日 時 ８月３日（木） 開場１８：００ 開演１８：３０ 終演２０：３０
●会 場 香川県県民ホール・アクトホール
●入 場 料 一般１，０００円
（全席自由） 児童・生徒等（１８歳以下）無料、ただし整理券が必要

指揮・ソプラノ 山田吟子
テノール グラハム・リスター
ピアノ マネッティ・アレッサンドロ
合唱 フィレンツェグラッシィナ合唱団
賛助出演 高松第一高等学校合唱部

●チケットの販売、整理券の配布
香川県総務部国際課、香川国際交流会館（アイパル香川）

香川県では、本県のPRやイメージアップなどに関する活動を目的として、香川県にゆかりがあり、世界で活躍さ
れている方に、「KAGAWAアンバサダー（名誉大使）」として協力をお願いしています。現在イタリアの山田吟子
さんをはじめ世界９ヶ国１４名の方々にご活躍いただいています。
フィレンツェグラッシィナ合唱団友好交流事業は、KAGAWAアンバサダーである山田吟子さんが、地元フィレン

ツェで指導されているグラッシイナ合唱団を率いてふるさと香川で公演し、県民にイタリアの文化に触れてもらい、
アンバサダーの周辺の人々とのふれあいを通じて国際交流の輪を広げていくことを目的とするものです。

開発途上国の青年を招き、約６カ月間県の試験
研究機関や民間企業等でそれぞれ必要とする技術
を習得してもらう海外技術研修員制度。技術研修
とともに県民との交流を通じて相互理解を深めま
す。
今年は中国、アルゼンチン、ブラジル、ペルー

の４カ国６名の研修員を迎えました。

【お問い合わせ】
フィレンツェグラッシィナ合唱団友好交流事業実行委員会事務局

高松市番町４丁目１番１０号 香川県総務部国際課内
Tel ０８７－８３２－３０２７ Fax ０８７－８３７－４２８９

栗栗林林公公園園ココンンササーートト
●日 時 ８月４日（金） 開演１８：００ 終演１９：００
●会 場 栗林公園商工奨励館西側芝生広場

（雨天時 商工奨励館北館）
●料 金 入園料のみ
指揮・ソプラノ 山田吟子
合唱 フィレンツェグラッシィナ合唱団
賛助出演 香川県庁邦楽研究会

フフィィレレンンツツェェググララッッシシィィナナ合合唱唱団団友友好好交交流流事事業業

平平成成１１８８年年度度

海海外外技技術術研研修修員員等等来来県県

左からドゥアルテ 今雪 ジュリアン（ブラジル）・宋 �（中国）
・武藤 星野 カリーナ 雪（ブラジル）・イエップ 岡 ウ
ゴ ジュン（ペルー）・加藤 シンティア マベル（アルゼ
ンチン）・馮 英姿（中国）
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去る４月９日、日本語の困難な在県外国人をサポートし、県民等の国際理解を促進するため、通訳等ボランティア集合研修を
実施しました。
今年２月７日からボランティアの募集を開始し、３月末までに応募いただいた方を対象に行いました。
登録者総数は１３２名、ボランティアの種類とそれぞれの登録者数は以下の通りです。（重複して登録されている方もいらっし

ゃいます。）

上記集合研修を終え、通訳等ボランティアとして登録いただいた方
を、要請に応じて派遣します。

【申込要領】
「通訳等ボランティア派遣事業ボランティア派遣要請書（様式３）」
に記入のうえ、）財団法人香川県国際交流協会までお送りください。
（Eメール、FAX、郵送のいずれも可）
「派遣要請書」は、県庁（国際課）、アイパル香川のほか、東讃・小
豆・中讃・西讃の各県民センターにあります。また、財団法人香川
県国際交流協会のホームページ（http : //www.i-pal.or.jp/）からダ
ウンロードできます。
【申込期限】
通訳ボランティアは派遣を希望する３日前までに、その他のボラン
ティアは派遣を希望する日の１ヶ月前までにお申込みください。
ただし、緊急を要すると判断される場合には、随時対応します。

【申込先】
財団法人香川県国際交流協会「通訳等ボランティア派遣事業担当」あて
Eメール送信先：toroku@i－pal.or.jp/ FAX送信先：０８７－８３７－５９０３

郵送先：〒７６０－００１７ 高松市番町１丁目１１－６３ アイパル香川

通訳等ボランティアの登録は随時受け付けております。

【申込要領】
「通訳等ボランティア派遣事業ボランティア登録申込み書（様
式１）」を記入のうえ、財団法人香川県国際交流協会までお送
りください。
（Eメール、FAX、郵送のいずれも可）
「申込み書」は、県庁（国際課）、アイパル香川のほか、東讃
・小豆・中讃・西讃の各県民センターにあります。
また、財団法人香川県国際交流協会のホームページ（http : //
www.i-pal.or.jp/）からダウンロードできます。

ボランティア
名 称

登 録 者 数
（うち外国人）

内 容 派 遣 に あ た っ て の 条 件

通 訳
ボランティア

８９（１５）
日本語の困難な在県外国人が医療機関、保健福祉機関等を
利用する場合の通訳を、ボランティアでサポートします

�高度な専門知識を要する活動、感染症等危害の及ぶおそれがある活動、営利を目的とす

る活動、その他ボランティアの活動として適当で無いものには従事させないでください。

�要請のあったボランティアの活動内容が�のボランティア活動として適当でないと認

められるときには、派遣の要請をお断りします。

�派遣されたボランティアの活動に伴う医療上または司法上等の責任は、派遣を要請し

た方に負っていただきます。

�派遣されたボランティアの謝金及び交通費は派遣を要請した方に支給していただきます。

�謝金は１時間当たり１，０００円、交通費は実費（自動車利用の場合１０km－２００円が基準）

日本語指導
ボランティア

６３（８）
日本語の困難な在県外国人を対象に、日常生活で必要な日
本語の指導を、ボランティアでサポートします

日本文化等理解
ボランティア

２４（４）
在県外国人を対象に、料理、茶道、民踊、スポーツ等による相
互理解を深める活動を、ボランティアでサポートします

国 際 理 解
ボランティア

４６（２３）
学校教育機関等で、在県外国人や国際協力・留学等経験者の
体験等の紹介や語学指導等を行います

通通訳訳等等ボボラランンテティィアア集集合合研研修修をを行行いいままししたた

瀬戸内食品加工協同組合
磯崎辰夫氏

四国学院大学名誉教授
浜島敏氏

多文化共生センター
田村太郎氏

アイパル茶の湯研究会
土井伸一氏

通通訳訳等等 通通訳訳等等ボボラランンテティィアアのの登登録録ににつついいててボボラランンテティィアア派派遣遣ししまますす
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【施設概要】
アイパル１階 面積６３�

【利用時間】
９時～１８時

【申込受付時期】
国際交流関係：利用日初日の６ヶ月前から
それ以外：利用日初日の３ヶ月前から

上記イベントが開催されたアイパルプラザは展示スペースのほか、
イベント会場として有料でご利用することができます。

パネル展やパーティ等を開いてみませんか？
（利用の際はご予約が必要です。）

アイパルふれあいデーのイベントとして４月１５日（土）に I-
PAL カフェを開催しました。アメリカ・アルゼンチン・オ
ーストラリア・ドイツ・韓国の５人の国際交流員が県民の方
と国籍を超えた交流を楽しみました。

【作り方】
１．パルメザンチーズをすりおろす
２．１と薄力粉とバターをぽろぽろになるまでまぜる
３．２に水を少しずつ入れ、生地がまとまるまでこねる
４．薄力粉をふり、５�程度の薄さに伸ばし、細くきる（５�×１�）
５．１７０度のオーブンで１５分焼く

そのまま鉄板で冷やしてできあがり♪

【利用目的】
パネル展示、小イベントなど
※営利を目的としたご利用はできません

【使用料金】
施設使用料：３，７００円／日
付帯設備利用料：パネル１枚（横６０cm×縦１５０�）

７０円／日
※ご入金後は返金できません

【材料】
パルメザンチーズ ２００g
バター ２００g
薄力粉 １５０g
水 適量
塩・こしょう 少々

アメリカ
・チョコチップクッキー・フリトー（ライム味）

・アップルサイダー

アルゼンチン
・パリトス・デ・ケソ

・マテ茶

オーストラリア
・ANZACビスケット

・ビリー・ティー

ドイツ
・イースターのお菓子（エッグ型チョコレート・グミ）

・ハーブティー（オレンジ・キャラメル・バニラ）

韓国
・キョダン

・トゥングレ茶

アアイイパパルルププララザザでで国国際際交交流流��

メニュー紹介 レシピ紹介 パトリス・デ・ケソ

アアイイパパルルププララザザののごご利利用用ににつついいてて

予約の無い日は、お友達とゆったりお茶を飲んだり、交流の場として自由にご利用いただけます。
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Gracias!
香川県の皆様、三年間ありがとうございました！
来県したばかりの時期は環境に慣れるのだろうかという不安や色んな経験ができる楽しみで胸が

いっぱいでした。時が経ち、周りの人たちと溶け込むことができた喜びと共に、家族や友達の居な
い寂しさに気づき、辛い想いをしたことも思い出します。今から思うと、この三年間は私にとって
はとてつもなく素敵な、そしてすばらしい期間だったと確信します。
県民の方々に出会ったり、色んな場で交流をしたりする中、新たな自分を発見しました。
長いようで短い三年が経とうとする時が近づき、帰国してからの自分や香川県ではない所で生活

している自分を想像してしまいます。そういう想いに耽っていると涙が出てきてしまいそうになり
ます。
楽しかったり、嬉しかったり、面白かったりする体験や経験、冒険を沢山してきました。国内旅

行で、沖縄から北海道まで、様々な観光地に行くことができたのも、とても幸せに思います。去年
の３月にソフト・バレーボールという、初めて耳にするスポーツに触れ、沢山の人々からやさしさ
をもらいました。とても楽しい時間を、帰国の日まで、後何回あるのだろうかとしみじみ考えるよ
うになりました。
仕事場だけでなく、色んなところで出会った人々とも友達になれました。その友達への強い想いと
共に沢山の良い思い出をアルゼンチンに持ち帰ります。変えられない大事な財産となりました。
皆さん、さらばです！いつまでもお元気で、笑顔を絶やさないで良い人生をお過ごしください。

（＾＾）

エレナ・ムラカミ
（アルゼンチン）

Thank You!
香川県で三回目の夏を迎えます。今年の８月、国際交流員として２年間の任期が終わり、オース

トラリアのシドニーへ帰ります。
最初、高松市はもちろん、香川県の位置すら分からなくて不安でしたが、いつの間にか第二の故

郷になってきました。日本だけではなく、香川県が誇る自然、独特な文化や工芸美術、人の暖かさ
などを宣伝していきたいと思います。
香川での仕事、生活、いろいろな面でとても大切で、良い経験でした。自分自身や母国のことに

ついての理解を深める機会にもなりました。初めての小学校訪問は小豆島で、子供たちと遊んだり、
話したりして、楽しかったです。しかし、最初子供たちの言葉は日本語に聞こえなくてびっくりし
ました。１年間位経って、思わず私自身も讃岐弁を使い始めました。私は日本に来るまで、自転車
に乗れなかったのですが、今では数日乗らなかったら乗りたくなるぐらい好きになりました。
さまざまな講座や国際化におけるイベントなどに参加してくれた県民・友人のみなさん、一緒に

働いているアイパルと県庁国際課のみなさん、心から感謝しています。おかげさまで、香川県で愉
快な生活を送ることができ、日本の文化や言葉をはじめ、いろいろなことを学ぶことができ、一生
忘れない友達や思い出がたくさんできました。２年間、いろいろお世話になり、本当にありがとう
ございました。
いつか、どこかで、会える日を待っています。

アマンダ・チャン
（オーストラリア）

Thank You!
香川県に来て、はや２年。まったく信じられないほど、時が流れるのが速いと感じています。県

の国際交流員としては、たった１年間でしたが、この短い期間で、本当に楽しい時間を過ごすこと
ができ、忘れられない思い出ができました。心に残っているさまざまないい思い出をアメリカまで
持ち帰りたいと思います。
仕事では、学校訪問、国際理解講座、英会話講座、グローバルセミナーなどの講座を通じて、草

の根レベルで日本とアメリカ、また、香川とアメリカの交流ができました。また、この講座は、参
加してくれた皆さんのおかげで、私にとっては、楽しく有意義な仕事になりました。その他、昨年
のミュージカルのグリースや今年のチャリティーダンスパーティなど、香川に来ている外国の人た
ちと計画したイベントを一緒に楽しむことができたことはたいへんいい思い出になりました。
香川県での生活の中で、高松フェスタをはじめ、栗林公園ツアー、こんぴらさんで行われた歌舞

伎などの特別なイベントは、日本の伝統的な文化を勉強するいい機会でした。こういう特別なイベ
ントは、もちろん素晴らしい経験でしたが、それ以上に私にとって、印象に残っているものは、毎
日の人々とのふれあいでした。いろいろな人々と話をし、それを通して香川県の人々の見方、考え
方、そして、彼らが持つ正直さとやさしさがわかってきました。こういった思い出はこれからもず
っと私の心に残ることでしょう。
これからも、香川県の皆さんと瀬戸内海や緑の自然に囲まれて讃岐うどんを食べ、香川での生活を
楽しんでいきたいと思っていますが、私が、日本を去る日がだんだんと近づいてきています。さび
しい気持ちがします。しかし、先日、父から次のようなアドバイスをもらいました。「まだまだ日
本でやりたいことがあれば、また、日本へ行けばいい。そこでの経験に満足してしまったら、そこ
で日本との関係は終わってしまう。だから、お前が今、そう感じていること自体一番よいことなん
だよ。」
アメリカで、そして、いつかまた、日本でお会いしましょう。香川県での２年間、たいへんお世

話になりました。心から感謝しています。本当にありがとうございました。

二コール・ルシグナン
（アメリカ）

～～香香川川県県ででのの任任期期をを終終ええたた国国際際交交流流員員よよりり ごごああいいささつつ～～
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大家 好！
私は中国陝西省より派遣された国際交流員、宋鋒（ソウ ホウ）と申します。この度、美しい自

然に恵まれた香川県に参りましたことに非常に嬉しく思います。陝西省は中国の内陸部に位置して
海に遠いです。今回、一年間海に近い生活が楽しめて本当に喜びに溢れています。
日本は初めてのため、日本の土を踏んだ時、何も分からない外国人でした。周りの人たちが身内

のように見守ってくれ、段々生活に慣れてきて、無事に日々の暮らしを送っています。よく「田舎、
田舎」などの言葉を聞きましたが、全然「田舎」と言う感じはありません。ここが生活しやすいし、
便利なところだと思います。綺麗な街には様々な満開の花がよく目に入ったり、どこにもコーヒー
の匂いが漂ったりしていて、日本伝統的なものも、世界各国から取り入れたものもよく感じられま
す。さすがに魅力にあふれて、国際化がすすむ香川だと思います。
日本にくる前に、わたしは陝西省の西安電視広播大学で勤めていました。日本に興味を持ってい

る人や日本語を専攻している人に日本語入門講座をしました。数限りがあるドラマや日本語の本を
通じて日本のことを知りましたが、身をもって日本文化や生活などを体験して日本の姿を見るのが
わたしの夢でした。今はこの夢が実現して楽しく思っています。それとともに、香川県での時間を
大切にしていろいろ学んで、国際交流の仕事に励もうと思います。
私は趣味が読書、音楽を聴くこと、旅行です。一番好きなのは書道です。また、母の影響で中華

料理をつくることにもずいぶん興味を持っています。これから料理教室をきっかけとして、香川県
の皆様と一緒に中華料理、特に餃子作りを楽しみましょう。
私は日本のことをもっと知りたいのと同時に、中国語入門講座や国際理解講座などの機会を通じ

まして、中国の文化や歴史や伝統的な祝日などを香川県の皆様に紹介しようと思います。香川県は
陝西省と姉妹提携を結んで以来、もう十年以上になりました。特に去年作られた「香川県・陝西省
友好提携１０周年記念誌」を読んでから、深く感動しました。千年前に弘法大師空海の歴史的な絆に
よって、今まで数多くの人が日中両国の友好交流に積極的な寄与をしました。私は国際交流に携わ
り、友好使者の一員になれて非常に光栄に思います。これから、日本と中国、香川県と陝西省の友
好交流を増進するよう精一杯努力したいと思います。そして、中日両国の友好交流を永遠に続ける
ことが出来ますようお祈りいたします。

宋 鋒
（中国）

こんにちは！
はじめまして。独立行政法人 国際協力機構 四国支部の国際協力推進員、谷祐喜子です。
国際協力機構？国際協力推進員？なんだか難しそうですよね。国際協力機構（略称：JICA）と

は、日本と開発途上国の人々をむすぶ架け橋として、互いの知識や経験を活かした協力を進め、平
和で豊かな世界の実現を目指し活動している組織です。発展途上国へボランティアを派遣する青年
海外協力隊事業も JICAが行っている事業の１つです。その他にも、途上国からの技術研修員受け
入れや、災害時の緊急援助などを行っています。国際協力推進員はこの JICAと地域のみなさんを
結ぶパイプ役として活動しています。
国際協力というと大げさに聞こえますが、身近なことから始めてみませんか。毎日のように流れ

る世界のニュースを見て、「何かできないかな」「もう少し知りたいな」と思われた方、ぜひ私に
声をかけてください。皆さんと共に世界について知り、考えるきっかけ作りができればと思ってい
ます。そして、それがどこか遠い国の話ではなく身近な話だと感じたら、一緒に少しずつ形にして
いきましょう。海外の最前線で活躍することだけが国際協力ではありません。香川からできる、香
川だからこそできる、そんな身近な国際協力の形を皆さんと一緒に探し、進めていけたらと思って
います。
私は２００３年から２００５年の２年間、青年海外協力隊としてタイに派遣され、日本語を教えていまし

た。今でもタイは私にとってとても大切な場所です。同時に海外生活を経験して強くなったのは故
郷・香川への想いでした。学生のころはちょっと退屈に感じたこの町も、今ではとても愛おしく思
えます。香川がロケ地となった映画「世界の中心で愛を叫ぶ」をタイの映画館で見たとき、スクリ
ーンいっぱいに広がる懐かしい風景に胸が熱くなったのを覚えています。お昼時ふっとうどん屋か
ら流れてくるだしのにおい、今はそんな些細で当たり前のことがうれしくて仕方がありません。
うどんのように、みんなの心があったか～くなる、そして当たり前のように身近にある、そんな

国際協力を皆さんと共に進めていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。

谷 祐喜子

～～ 新新 国国 際際 交交 流流 員員 自自 己己 紹紹 介介 ～～

～～国国際際協協力力推推進進員員自自己己紹紹介介～～
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アイパル香川 

〒760-0017 
香川県高松市番町1丁目11番63号 
TEL 087-837-5901 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） 

1-13-63 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 opened on this day.
But closed on the following day.

Ｉ － Ｐ Ａ
Ｌ Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ

アジアの魅力的な言葉を学んでみませんか。
◆日 時：７月１５日（土）、２２日（土）、２９日（土）

ベトナム語 １０：００－１２：００
タイ語 １３：００－１５：００
中国語 １３：００－１５：００

※３回通しの講座です。
◆場 所：アイパル香川３階会議室
◆講 師：県内在住留学生（ベトナム語、タイ語）

香川県国際交流員（中国語）
◆定 員：各３０名（先着順）
◆受講料：３，０００円（３回分 テキスト代含む）

お申し込み時にお支払いください。

９月期は９月２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 全８ヶ国語３７クラスの
講座が行われます。
入門、初級、中級、上級などそれぞれのレベルに

合わせたクラス選択ができます。また時間帯も１０時
～１２時、１３時～１５時、１８時～２０時などいろいろあり
ますので、都合の良い時間帯をお選びいただけます。
なお、講座は４月期、９月期、１月期となっており、
年３回受講者の募集をしています。

弁護士、人権擁護員等が相談に応じます。

◆日時：７月２１日（金）、８月１８日（金）、９月１５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

在県外国人の方々に「香川」や「日本」についての
考えや意見を日本語で発表していただきます。当日
は、たくさんの方々のご来場をお待ちしております。
◆ 日時：９月１６日（土）
◆ 場所：アイパル香川３階大会議室
◆ 応募資格：県内在住の外国人
◆ 申込締切：７月２０日（木）必着
◆ 入場：無料

WWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEE PPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTYYYYYYYYYYYYY
香川に到着した海外技術研修員の歓迎会を開き

ます。皆様ふるってご参加ください。
◆日 時：７月１６日（日）１３時～１５時（受付１２時半～）
◆場 所：ホテルニューフロンティア２階
◆会 費：一般１，５００円 外国人・学生５００円

（飲み物、軽食）
◆主 催：仏生山国際交流会
◆後 援：�香川県国際交流協会 綾上国際交流会
◆申 込：江郷 Tel/Fax：０８７‐８８５‐１３３２

e-mail : sogo６６＠ae.wakwak.com

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
◆日 時：７月２３日（日） 第３会議室

８月２７日（日） 第２会議室
９月２４日（日） 第２会議室
１０月２２日（日） 第２会議室
１１月２６日（日） 第２会議室
いずれも１３：３０～１５：３０

◆場 所：アイパル香川３階会議室
◆講 師：初級 小阪 清行（四国学院大学非常勤講師）

中級 ヒルコ・ミドゥマ（オランダ出身）
◆会 費：テキスト代 ５００円
◆申 込：不要（定員なし）
◆問合せ：小阪 Tel/Fax：０８７７‐２２‐４７７１

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
国際交流に関心のある人達が毎月１回集い、

楽しいひとときを過ごします。
◆日 時：毎回１３：００‐１５：００

（ただし国際協力塾は１８：３０‐２０：００）
７月１６日（日） マレーシア料理（トマトご飯）
７月２１日（金） 国際協力塾（タイ編）会場：マリンウェーブ
８月２０日（日） コロンビアの話と簡単なスペイン語会話
９月１７日（日） 日本料理
１０月１５日（日） いも炊き

◆場 所：松崎コミュニティセンター（詫間駅東側）
◆会費：５００円
◆問合せ：矢野 伴治

Tel/Fax ０８７５‐８３‐５２８９
e－mail : yano９９６２７＠yahoo.co.jp

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
国際交流に関心を持つ人々が月に一度集まり、

外国人のゲストの話を聞き、英語を使って外国人
と意見を述べ合い、交流をする会です。
◆日 時：�７月１６日（日）

�８月２０日（日）
�９月１７日（日）
�１０月１５日（日）
時間はいずれも１４：００～１６：００

◆場 所：丸亀市生涯学習センター４階第２講座室
◆ゲスト：�ベンジャミン ロック ウッド（アメリカ）

�ゼイソン ポーバー（オーストラリア）
�アダム ルイス（アメリカ）
�ライアン ジョーンズ（アメリカ）

◆トピック：�テキサスとアメリカンサウス
�日本文化について
�中国について
�アフリカについて

◆ 参加費：１，０００円
◆ 問合せ：中塚 正信 Tel：０８７７‐４６‐５６９４

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
毎週違ったネイティブ講師を招き、様々なトピ

ックで英語を通して異文化コミュニケーションを
深めます。１７歳から７０歳代まで幅広い年齢層の方
が参加しています。
◆日 時：毎週土曜日（１８時半～１９時半）
◆場 所：丸亀市生涯学習センター４F
◆講 師：ネイティブ講師（毎週交代）
◆会 費：５，０００円（３ヶ月で）
◆問合せ：宮西 Tel：０８７７－２８－５２１５

JJJJJJJJJJIIIIIIIIIICCCCCCCCCCAAAAAAAAAA国国国国国国国国国国際際際際際際際際際際協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学生生生生生生生生生生・・・・・・・・・・高高高高高高高高高高校校校校校校校校校校生生生生生生生生生生
エエエエエエエエエエエエエッッッッッッッッッッッッッセセセセセセセセセセセセセイイイイイイイイイイイイイ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トトトトトトトトトトトトト２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００６６６６６６６６６６６６６
JICAでは中学生、高校生を対象に開発途上国

の現状と国際協力の必要性について理解を深め、
国際社会の中で日本は何をすべきかを考えてもら
うことを目的として、国際協力に関するエッセイ
コンテストを実施しています。上位入賞者の方に
は開発途上国への研修旅行が贈られます。
詳しくは http : //www.jica.go.jp/classroom/index.html
◆締 切：９月２２日（金）当日消印有効
◆問合せ：JICA四国 Tel ０８７－８３３－０９０１

JJJJJJJJJJJJJIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAA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協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力 出出出出出出出出出出出出出前前前前前前前前前前前前前講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施中中中中中中中中中中中中中！！！！！！！！！！！！！
開発途上国の実情を知り、国際協力の必要性を

理解していただくため、青年海外協力隊員・日系
社会青年ボランティア・シニア海外ボランティア
・JICA専門家のOB・OGや JICA職員、研修員
を講師として学校、地方自治体や国際交流団体の
市民講座に派遣し、その経験等について講演しま
す。総合的な学習の時間やクラブ活動・学習会な
どを利用して国際理解教育をしてみませんか？
◆問合せ：JICA四国 Tel：０８７－８３３－０９０１

e－mail : jicaskic@jica.go.jp

海海海海海海海海海海海海海外外外外外外外外外外外外外研研研研研研研研研研研研研修修修修修修修修修修修修修生生生生生生生生生生生生生ととととととととととととと一一一一一一一一一一一一一緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒ににににににににににににに野野野野野野野野野野野野野菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜ををををををををををををを収収収収収収収収収収収収収穫穫穫穫穫穫穫穫穫穫穫穫穫しししししししししししししよよよよよよよよよよよよよううううううううううううう！！！！！！！！！！！！！
オイスカでは９カ国の海外研修生たちが育てた

無農薬野菜の収穫を行います。みなさんも畑を回
り、新鮮な野菜を採りながら、陽気な研修生と楽
しい交流をしてみませんか？収穫の喜びと、国際
交流が同時に体験できるチャンスです！
◆日 時：７月１５日（土）午前９時～お昼まで
◆場 所：オイスカ四国研修センター

（琴電陶駅より徒歩１５分）
◆対 象：年齢制限なし 親子参加大歓迎！
◆募集人数：５０名
◆参加費：５００円（食事付き）

流しそうめんと研修生の国の料理を予定
野菜は採り放題１かご５００円で販売

◆問合せ：オイスカ四国研修センター（池田・村井田）
Tel ０８７－８７６－３３３３ Fax ０８７－８７６－３３３４
e-mail : oiscastc@mx８．tiki.ne.jp
HP : http : //ww 8.tiki.ne.jp/～oiscastc/

国国国国国国国国国国際際際際際際際際際際親親親親親親親親親親善善善善善善善善善善ひひひひひひひひひひままままままままままわわわわわわわわわわりりりりりりりりりり文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流会会会会会会会会会会
創創創創創創創創創創創創創立立立立立立立立立立立立立２２２２２２２２２２２２２０００００００００００００周周周周周周周周周周周周周年年年年年年年年年年年年年記記記記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念念念念大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会
創立２０周年の記念大会に留学生を呼んで交流を

深めます。
ぜひ皆様ご参加下さい。

◆日 時：８月６日（日）１０：００～１４：００
◆場 所：サンピアさぬき（木田郡三木町）
◆参加費：一般５，０００円 留学生２，０００円
◆問合せ：国際親善ひまわり文化交流会会長

久保キヨミ Tel ０８７－８４７－５３７８
Fax ０８７－８４７－８８８１

外国語夏期特別編
（ベトナム語、タイ語、中国語）

受講者募集

アイパル香川外国語講座
９月期受講者募集

外国人のための人権・法律相談

第１７回外国人による日本語
弁論大会 出場者募集！

お申込み、お問い合わせはアイパル香川まで、電話等で。

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

７月号より担当になりましたポットで
す。よろしくお願いします。
ワールドカップ、日本は惜しくも第一

次リーグ敗退でしたが、ブラジルに先制
した時は、胸にこみ上げるものがありま
した。夜更かしの続く今日この頃、優勝ト
ロフィーはどこの国が掲げるのか！？ベル
リン決勝戦が楽しみです。
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