
  

  

かがわ国際フェスタ実行委員会事務局 （公益財団法人香川県国際交流協会内） ℡：087-837-5908 HP:www.i-pal.or.jp/festa/ 
［主催］香川県、高松市、公益財団法人香川県国際交流協会、公益財団法人高松市国際交流協会、独立行政法人国際協力機構四国センター   

10.11(SUN)-11.10(TUE) 

【申込方法】①お名前 ②ご所属 ③電話番号 ④メールアドレスを JICA 四国下記アドレスまでお送りください。 

宛先：JICA 四国 山科 E-mail:Yamashina.Emi２＠jica.go.jp HP：https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2020/1011.html 

【申込方法】電話あるいは、高松市国際交流協会のホームページよりお申し込みください。 

HP：http://tia-takamatsu.jp/  TEL：087-837-6003 

 かがわ国際フェスタ 2020 
今年のフェスタは、国際交流団体に

よる展示とインターネットでの配

信を中心に、アイパル香川でもご自 
宅でも楽しめる国際交流月間！  

10：00-11：30 （公財）高松市国際交流協会設立 30周年記念イベント 
 Takamatsu International Association 30th anniversary event （公财）高松市国际交流协会成立 30周年纪念活动                

ど
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も
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巡礼者や旅行者のために、500年以上にわたって毎日 10万食が無料で提供

されているインド、シク寺院の「無料食堂」の舞台裏を紹介するドキュメンタリー。

宗教も人種も階級も職業も関係なく、すべての人が公平にお腹を満たすことが

できる「聖なる食堂」とそれを支える人々の姿が映し出されています。 

13 億を超える人々が暮らし、多様な民族、宗教、言語が混在するインド。タージマハルを筆頭に数多くの世界遺

産を有し、毎年日本からも多くの観光客が訪れています。そんなインドに、青年海外協力隊員(日本語教育)とし

て派遣され、現在一時帰国中の上原由雅さんにインドの魅力や現地での活動についてお話しいただきます。 

13：00 インド紹介＆青年海外協力隊体験談  

 

 

 

13：30 インド映画 「聖者たちの食卓」 

 

 

 

 

14：35 トークショー  

会 

場 

 

アイパル香川 
Ｉ－ＰＡＬ  Ｋａｇａｗａ  香川国际交流会馆  

〒760-0017 香川県高松市番町 1 丁目 11-63 

 

13：00-15：00  映画上映&トークショー Film Screening and Talk Show  电影放映 ＆ 访谈秀       

お申し込みは 

こちらからも！ 

オープニングイベント 10.11(SUN) 10：00～15：00  

発表者:上原由雅 派遣先:インド 

職種:日本語教育（2019.1～） 

動画配信期間：10.12～11.10 

 

 

10：05 パネルディスカッション「自由な発想で国際交流を考えよう」  
 

 

11：10 （公財）高松市国際交流協会の活動紹介  

 

 

「自由な発想で国際交流を考えよう/私たちの国際交流」をテーマに、在住外国人や国際交流に携わる方

をパネリストとして招き、これからの国際交流や多文化共生の在り方について話し合います。 

今年設立 30 周年を迎える高松市国際交流協会のこれまでの歩みや現在の活動について紹介します。また、 

協会オリジナルの記念品がもらえる「30 周年記念スタンプラリー」についての案内もありますので、お楽しみに！ 

Kagawa International Festival Month 香川国际节活动月 

Opening Event 开幕式庆典活动 

お申し込みはこちらからも！ 

司会：帰来 雅基・中井 今日子（ＦＭ香川 「勝手にシネマニア」パーソナリティ） 

http://www.i-pal.or.jp/festa/
https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2020/1011.html
http://tia-takamatsu.jp/


←このマークがあるイベン
トは、アイパルのYouTube
チャンネルで動画 
配信を行います。 

YouTubeはこちらから 

  

 

 

3rd week（10.24～10.30）  
オイスカ高松推進協議会 

香川県ユニセフ協会 

香川国際女性フォーラム 

きくみみ香川/香川行政相談委員協議会 

高松北国際交流協議会（高松北警察署） 

高松市 

日本語サークル「わ」の会 

  

 

外国人住民のみなさんによるアート作品

展です。作品を通して、同じ地域の仲間

である外国人住民のみなさんについて

知り、その思いにふれてみませんか？ 

11月 7日（土）14：00～15：30 

KAGAWA INTERNATIONAL ART COMPETITION 2020 

表彰式 ライブ配信！  
 

表彰式の様子をインターネットでライブ配信します。受賞者へのインタビュー

や、開発途上国で活動した青年海外協力隊 OBの体験談もあります！ 

・マスクの着用、手指の消毒、「咳エチケット」など、「新しい生活様式」に基づき行動してください。 
・参加前に「接触確認アプリ」をインストールしてください。 
・入場前に検温を実施します。発熱等の症状がある方は、入場いただけません。 
※詳しくはアイパル香川のホームページをご覧ください。http://www.i-pal.or.jp/festa/ 

ご来場の皆様へのお願い 

かがわではたらく・まなぶ外国人のためのアート作品展 
 

KAGAWA INTERNATIONAL ART COMPETITION 2020作品展示&表彰式 
Art exhibition and awards ceremony  作品展＆颁奖典礼 

県国際交流員による「おうち de世界のものづくり」  
World Crafts at Home by Coordinators for International Relations  【在家制作世界各国工艺品】 县国际交流员线上手工课 

 

先着 100名・事前申込制 

「県内の国際交流団体について知ろう！活動紹介展示&動画配信」  
Learn about International Exchange Organizations in Kagawa through Exhibits and Videos!  让我们了解一下县内的国际交流团体！活动介绍展示＆视频发布 

 1st week (10.11～10.16)     
香川 SGG（香川善意通訳の会） 

香川県留学生等国際交流連絡協議会 

香川日独協会 若者の会 

香川日仏協会 Société Franco‐Japonaise  
de KAGAWA  
香川フィンランド協会 

(公財)香川県国際交流協会[日本語サロン(花葉会)] 

(公社)セカンドハンド 

halqa-はるか 

 

2nd week（10.17～10.23） 
香川大学 STEP  

香川日韓交流協会 

四国カムチャツカ文化交流センター 

四国地方 ESD 活動支援センター（四国 ESD

センター）/外務省 NGO相談員 

高松市日中友好協会 

日本ボーイスカウト香川連盟 

仏生山国際交流会 

 

 

講師：チャン・ミョンフン(韓国） 

“チャンスン”は昔、集落の入り口や道端に立てら

れた像で、村の守護神として人々に親しまれてい

ました。怖い顔をしていますが、これは疫病や悪

霊、外敵を追い払うためです。男女の像があり、

一般的に男チャンスンには「天下大将軍」、女チャ

ンスンには「地下女将軍」と書かれていますが、

今回は自分の願い事を書いて、自分だけのオリジ

ナルチャンスン    づくりに挑戦します！ 

 
「オーロラのランタンをつくろう！」 

講師：秋月シンシア（カナダ） 

カナダは豊かな自然で有名ですが、一番美しいと

言われているのがオーロラです！ 

ピンクや紫の色を輝かせながら天空に舞い踊るオ

ーロラを鑑賞するために、毎年 10万人以上の観光

客がカナダのノースウエスト準州にあるイエロー

ナイフを訪れます。そんなオーロラの光 

をカナダに行かなくても楽しめる、ラン 

タンをつくって家に飾りましょう！ 

「韓国の魔除け“チャンスン”をつくろう！」 
 

－展示団体－ 

JICA四国 

香川県青年海外協力協会 

香川県青年海外協力隊を育てる会 

「“レインスティック”をつくろう！」 

講師：オーガスト・ホールドリッチ（アメリカ） 

“レインスティック”は元々、乾燥したサボテンを

傾けると中の種がぱらぱらと雨のような音がす

ることからその名がつけられました。古くからア

メリカ大陸やアフリカをはじめ、世界各地に存在

し、雨乞いの儀式で使われていたそうですが、現

在では楽器として利用されています。身近な材料

を使って、自分だけのレインスティックをつくっ

て楽しみましょう！ 
 

 

【申込方法】①お名前 ②ご所属 ③電話番号 ④メールアドレスを下記アドレスまで。 

担当：JICA四国 山科 E-mail：Yamashina.Emi２＠jica.go.jp 

お申し込みはこちらからも！ 

動画配信期間：10.11～11.10 

動画配信期間：10.11～11.10 

展示会場：アイパル香川 1Fアイパルプラザ 

展示期間：11.1～11.10 

かがわ国際フェスタ 2020の多言語（English/中文/Español/Tiếng Việt/Bahasa Indonesia/Wikang Tagalog ）での案内を、アイパル香川の
ホームページに掲載しています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.i-pal.or.jp/festa/ 

http://www.i-pal.or.jp/
http://www.i-pal.or.jp/festa/

	フェスタちらし案オモテ
	フェスタちらし案ウラ

