
年代
本日のイベントはいかがでしたか？

ご感想をお聞かせください。
今後、どのようなイベントを希望しますか？

30
AEDについてわかたので、よかったです。
ケームもたのしかったです。

30 よく　勉強できました。役に立つと思います。

小２ よく　おべんきょうになりました。
体いくのべんきょうしたい！
ありがとうございました！

20
Estoro muy interesante y direcivelo.
おもしろかった　と　たのしかった。

En cualquier evento me gustaria participar.
なんでもイ。

20

Muy importante para saber como actuar en caso de sismo.
Fue bueno hacer participar a la familia.

地震の時にどのように行動すればいいのか、とても大切なことを知れました。
家族で参加できてよかったです。

Cómo preparar bento japonés.

日本のお弁当の準備の仕方

20

Muito inportante essos informações,me informei de coiras que mão ralria e reqpor un acoso
aveoenteça qualquier coisa raleei como aquir.

このような情報はとても大切。また、このような・・・・

Cozinha japoera,educação infantil

日本料理、教育、子育て

60
Achei muito proveitoso

とてもためになった。

Educação

教育

30 いい勉強と思います。

30
It is very satisafactory.

とても満足です。

Disaster stimulation Drill
Disaster management seminor

災害時ワークショップ、災害時対処法
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20

I like today's event because I get a lot of information requiring how to prevent the
earthquake

地震予防に必要な情報を多く得られたので、今日のイベントは好きです。

any event

いろいろなイベント

It is very useful for me

私にとって、とてもためになりました。

Event like this and event about cuntural exchange

このようなイベントや、国際交流

20

It is a very interesting. Useful knowledge for my live, in helping myself durig disaster in
Japan and also rescusing other poeople officiently.

とても面白い。私にとって役に立つ知識だった。日本で災害が起こったときにどのように助け
るか、公式に他の人を助けるのか知る事が出来た。

Some kinds of such activities,more interestion with Japaese people.

いろいろな種類の活動。日本の人々と・・・

20
It is very nice and interesting.I learnt a lot and also enjoy in the activities.

とてもよく、面白ろかったです。私はいろいろな事を学べたし、また、活動を通して楽しめた。

I would be glad to paticipate this kind of event,but a little more close to the reality.

このようなイベントに参加できてとてもうれしいが、できれば、もう少し現実的なものも
してほしい。

40
Foi muito bom,aprende nos nueta coisa importante!

とてもよかった。大切なことを覚えられた。

O que possivel／ajudar!

可能な限り何でも／手伝って

40

Foi muito interessoonte,pois sempre tive vontade de participar deste tema,o terremoto.
Paz a gente priar tam medo, nos depaiz da palistro friqiei mais amfiante Achiei muito lee a
esplisesa do eparello AED.

地震というテーマで参加する気になったが、とても楽しかった。みんな・・・

Evento pare ajudar a comunidad de estrageure em gurel

困っている外国人コミュニティーのサポートとなるイベント

10
Foi muito interessonte,pois sempre tive vontade de participar deste tema,o terremoto.

地震というテーマで参加する気になったが、とても楽しかった。

Evento que informe e ajude a comunidade brasileiva.

ブラジル人コミュニティーのサポートとなる情報提供となるイベント

40
Muito interessante. Foi a primeira vez que participo. parabens.

とても面白かった。初めて参加した。おめでとう。

Os eventos para ajudar a comunidade brasileira

ブラジル人コミュニティーのサポートとなるイベント

10
Muito interessante,foi a primeira vez que eu vim.

はじめて参加したが、とても面白かった。

Os eventos para ajudar a comunidade

コミュニティーのサポートとなるイベント



40

Muy interesante y para mi fue muy bueno ya que por primera vez aqui en Japón participo
de una charla ashi.Ya se que es lo primero que debo tener en cuenta en caso de
emergencia.

とても面白かった。また、初めて、日本でこのような講座に参加したが、わたしにとって、とて
も良かった。緊急時について、話すことが大切だと思う。

Todos los eventos cullurales que gusta mucho aprender y  tal vez ayudar.

覚えることやサポートすること・・・

很 好，实用。 交流方面的活動

40
楽しかったです。いろいろ勉強になりました。いろんなメニューがてんこ盛りでしたね。
Exerciseがあったので、ちょっと疲れた。年かね・・・

今日のようなイベントをまた紹介してください。

30
Muito interresante

とても面白かった。

Educação

教育

40 とても勉強になりました。特に心肺蘇生とAED

主催者の皆さん、ありがとうございました。素晴らしいイベントでした。より多くの方に知ってほ
しいです。（養成講座）セミナーの受講生が来られた際、「外国の方が聞きたい（必要な）情
報」「センターの方が大切と思っていること」がずれていたり、うまく伝わっていないことを目の
あたりにして、多くの問題がある事を痛感しました。自分も少しでも役に立てるよう考えたいで
す。

（市へ）
外国語の案内板や表示を増やすべきです。


