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イースターまつり
　４月１３日（土）に三島公園ピクニック広場でイースターまつりを行いました。参加者５８人がエッグマグネッ
ト作り、エッグ & スプーンリレー、エッグハントなどイースターをテーマにした活動に挑戦しました。私も子ども
のときによくやったゲームを皆で楽しめてよかったです。

　まず、イースターを紹介するために◯×クイズをした後に、エッグマグネットを作りました。マスキングテープや
シールを貼って、かわいいエッグマグネットができました。次にエッグ & スプーンリレーをしました。ゆで卵をス
プーンに乗せて障害物を越えて走るリレーです。卵を落とさないようにしっかりとスプーンを持って走るのが難し
かったですが、みんなよくできていました。さらに「ピン • ザ • テイル • オン • ザ • バニー」というゲームをしまし
た。このゲームでは、尻尾のないウサギの絵が描かれている看板にウサギの尻尾を付けるゲームですが、目隠し
をして３回以上回されてから付けますので、とても面白いイースター活動の一つです。
　最後にエッグハントと抽選を行いました。エッグハントでは、公園内に隠されていたプラスチックエッグを探し出
しました。全部で１４４個あったにも関わらず、参加者はすぐにエッグを見つけていました。プラスチックエッグの
中には、エッグチョコ、イースター消しゴム、シール、抽選券が入っていました。そして 抽選では、参加者６名
は外国のイースターチョコレートをもらいました。とても楽しい朝になりました。



　サトー産業株式会社
　三合商事株式会社
　三共エンジニアリング株式会社
　三星道路株式会社
　学校法人四国音楽学院
　社会福祉法人四国中央市社会福祉協議会
　公益財団法人四国中央市スポーツ協会
　四国テクノ株式会社
　ジャストホーム株式会社
　株式会社新興
　シンワ株式会社
　淳製紙株式会社
　税理士法人鈴木会計事務所
　株式会社瀬戸内組
　大王製紙株式会社
　大黒工業株式会社
　大富士製紙株式会社
　株式会社瀧本鉄工建設
　株式会社中央ステンレス	
　株式会社中央不動産
　遠山産業株式会社
　戸田汽船株式会社
　有限会社豊岡農場
　トーヨー・ロジテック株式会社
　有限会社中西電気商会
　西日本鑿泉株式会社
　日新ハウジング株式会社
　株式会社ネオファルマー
　尾藤建設株式会社
　福助工業株式会社
　株式会社プレミアム

　■法人会員
　アイネット株式会社　
　社会福祉法人愛美会
　アイム株式会社
　有限会社アーバンホームズ
　株式会社アルファ・プランニング
　旭調木株式会社
　石川製紙株式会社
　株式会社石松 （ホテルグランフォーレ）
　イトマン株式会社
　井原工業株式会社
　株式会社今村紙工
　梅錦山川株式会社
　エノキパルプ鉄工株式会社
　大髙製紙株式会社
　株式会社大西建設
　株式会社オーブン
　岡田電機株式会社
　カクケイ株式会社
　有限会社果山園
　医療法人加地医院
　カミ商事株式会社
　川上板金工業所株式会社
　岸良一建築設計事務所
　株式会社キノシタ （磯の匠）
　協和紙工株式会社
　株式会社キンセイ
　有限会社熊野養鶏
　株式会社高栄製作所
　合鹿製紙有限会社
　株式会社ゴウダ
　合田汽船株式会社

　株式会社フロントエンド
　星高製紙株式会社
　丸石製紙株式会社
　マルマストリグ株式会社
　三島運輸株式会社
　三島工業株式会社
　有限会社明和紙工
　株式会社モリオト
　森下製紙株式会社
　山下工機株式会社
　やまと印刷株式会社
　山中商事株式会社
　株式会社悠遊社　小規模多機能　新町
　ユニ・チャーム株式会社
　株式会社予州興業

　■団体会員
　伊予三島ロータリークラブ
　うま商工協同組合
　愛媛県立三島高等学校
　四国中央市ラグビーフットボール協会
　四国中央ユネスコ協会
　瀬戸中央テック協同組合
　生の音楽を聴く会
　Four	-	Ｃ

　敬称略 50音順
　令和元年 5月 1日現在　法人・団体会員
　－ご協力ありがとうございます－

SIFA 総会

令和元年度　総会議事　以下、議案の通り可決承認されました。

議案第 1号　平成３０年度　事業報告について
議案第 2号　平成３０年度　決算報告について
議案第 3号　平成３０年度　監査報告について
議案第４号　四国中央市国際交流協会規約の改正について
議案第５号　SIFA日本語指導ボランティア会規約の改正ついて
議案第６号　令和元年度　事業計画について
議案第７号　令和元年度　収支予算について
議案第８号　役員改選について

　５月１８日（土）に SIFA 総会 • 交流会を開催し
ました。総会では、昨年度の事業報告や令和元年度の
新しい事業について説明をしました。今回は災害支援
品として宇和島のみかんジュースを味わってもらいま
した。

　交流会では、ステージイベントとビンゴ大会をしま
した。さらに昼食とアイスクリンも食べました。ステー
ジイベントではCarry on Sound の皆さんによるア
フリカ楽器を使った参加型のパフォーマンスを披露い
ただきました。アフリカ楽器の音やリズムが心地よく、
とても楽しかったです。ビンゴ大会では、最初はなか
なかビンゴになりませんでしたが、最後に 3人がビ
ンゴになったので、とても楽しかったです。
　
　今年度の SIFA 総会 • 交流会に参加してありがと
うございました。これからもよろしくお願いします。



学生会員について
　5月１８日に開催しました令和元年度 SIFA 総会にて、学生会員が新たに追加
することが承認されましたので、お知らせします。学生会員について、不明な点
がありましたら SIFA 事務局（電話：28-6014）までお問い合わせください。

学生会員の対象は？ 高校生です。

学生会員の会員
_価格の適用範囲は？

学生会員として入会
した本人のみです。

学生会員の
年会費はいくら？

1口500円です。

学生会員で入会申込
_するときに何が必要？

年会費のほかに、生徒手
帳等生年月日がわかるものが
必要です。また申込時の学年
も確認します。

高校を卒業したら
_どうしたらいい？

高校卒業も SIFA 会員を継続し
ていただきたいので、学生会員（年
額 500 円）から個人会員（年額 2,000
円）への 切り替えをお願いします。
毎年、年会費の納入依頼とあわせ
て、会員種別の切替依頼の案内も _
送付します。

既に学生で今年度
の年会費 2,000 円を払って　　　
_いる人はどうなるの？

今年度の年会費を納めてい
る人は差額 1,500 円を返還しま
す。これから年会費を納める人
は年額 500 円に変更します。
 なお ,昨年度以前の年会費は返
還いたしませんので、ご了承く
ださい。
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Q A
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Q&A

入会特典は何？Q 個人法人団体会員と同様に、
①一般の方よりも早く SIFA 主催の
イベント情報を知ることができま
す。
② SIFA 主催の講座やイベントにお
得な会員料金で参加できます。

A



新スタッフ紹介

アメリカ南部料理教室

　市 ALT のギャヴィン • ギャロウェイの家族と一
緒にアメリカ南部料理「ビスケット＆グレイビー」、

「フライドオクラ」、「グリーンビーンキャッセロー
ル」を作ってみませんか？

日程：６月２６日（水）
時間：18:30 〜 20:30
場所：保健センター 2 階栄養指導室
定員：３０名
講師：キャシー • ボットキンさん
　　　 ヴァニータ • カーシュさん
対象：高校生以上
参加費：1,000 円（一般） • 500 円（会員）
締切：６月１８日（火）

キッズ英会話〜 Ei-GO! 〜

　ジュース屋さんや占い屋等のブースをめぐって、楽しく
英語を練習しよう！英語でのロールプレイのほかに外国の
手遊び大会もします。スタンプを集めて、景品と交換しよう！

日程：６月２9 日（土）
時間：10:00 〜 11:30
場所：福祉会館 4 階多目的ホール
定員：３０名
講師：チェルシー • コリンズ（市 CIR）、市 ALT
対象：小学校 1 〜 6 年生（※小学 1 〜 3 年生は保護者同伴）
参加費：400 円（一般 ） • 200 円（会員）
締切：定員になり次第

　みなさん、はじめまして！！
　４月から地域振興課国際交流係に配属と
なりました山川玲子と申します。
　私は国内外問わず旅行好きで、これまで
取得したパスポートは４冊、先日、中を確
認したら１２回の渡航歴がありました。し
かし英語は全然だめで、ある時グレープフ
ルーツジュースが飲みたくて注文したので
すが、私の発音では全く通じなくて .．．。
アップルかオレンジなら通じたでしょうか
（笑）
　早速、頼りになるボイストラ（通訳アプ
リ）を入手しましたが、苦手な英語も少し
ずつ勉強していきたいと思っています。
　今年度も様々なイベントを企画しており
ますので、皆様にお会いできるのを楽しみ
にしています。これからよろしくお願いい
たします。

　みなさま、こんにちは。
　昨年の１２月から国際交流の担当になりまし
た、上田智安希と申します。
　今まで国際交流となかなか縁のない私でした
が、担当となり数ヶ月、色々なイベントやセミ
ナーを通して外国の文化に触れ、自分自身も楽
しみながら日々取り組んでいます。　
　外国の方とコミュニケーションを取るような
機会も増えたので、この機会に「苦手な英語に
もチャレンジするぞ！」と意気込んでおります。
少しずつですが．．．頑張ります！　
　４月に開催したイースターのイベントでは、
可愛いお子様たちの笑顔に癒されながら、屋外
でのびのびと、楽しい時間を過ごすことができ
ました。
　今後もたくさんの方にご参加いただけるよう
なイベントを企画していきたいと思います！ど
うぞよろしくお願いいたします。

　みなさん、こんにちは。４月の人事異
動により地域振興課長を拝命いたしまし
た細川哲郎と申します。異動内示を受け
た時には「海外旅行の経験もなく、パス
ポートすら持っていない私が国際交流担
当課長でいいのか」と恐縮しましたが、
学校教育課に６年間在籍していたことも
あって、中学生海外派遣事業や ALT、CIR
など、若干の予備知識があったことは救
いでした。
　今年４月、改正入管法が施行され、四
国中央市にもグローバル化の波が押し寄
せてまいります。このような、社会の急
速な変化の分岐点を迎え、SIFA の果たす
べき役割はますます増大しするものを思
われますが、会員の皆様の協力をいただ
きながら頑張りたいと思っております。
どうぞよろしくお願いします。

Chiaki UedaReiko YamakawaTetsuro Hosokawa



会費のお振込み先
伊予銀行三島支店　普通　1596241

四国中央市国際交流協会　会長　合田勝一
　ATM にて伊予銀のカードでお振込みの方は
手数料無料です。
　新規で、お振込みいただく方は事務局に
一度ご連絡ください。

お申し込み • お問い合わせ
四国中央市国際交流協会

地域振興課国際交流係　山川 • 上田 • 水本
TEL:0896-28-6014 内線 : 1352/1351

メール : sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp
ホームページ : www.sifaweb.org

まめちしき
アイルランドの英語
　英語はいろんな国々で話され
ていますが、同じ英語だからと
いって 100％通じるという訳で
はありません。イギリスの英語、
アメリカの英語、オーストラリ
アの英語など、国や地域によっ
て全く違います。これから、ア
イルランドで使われている、ほ
かの英語圏の人が聞いても分か
らない英語を紹介します！

Bathroom

police

guards/gardai
住民を守ってくれる人
（ヒント）  The gardai caught the thief quickly.

Jacks
おしっこをしたいときに行くところ
（ヒント） I’m going to the jacks. I’ll be back in five minutes.

arseways
正しくない、うまくない
（ヒント） My dad tried to fix the radio but he did it arse-
ways and now the radio is more broken than before.

wrong

trunk

boot
車の後部にある置き場
（ヒント）  Could you get me the spare tire from the boot?

taytos
ぱりぱりで塩味、チーズ味などのあるスナック
（ヒント） I ate a packet of taytos for lunch.

jumper
冬に着るもの
（ヒント）  It was a cold day so I put on two jumpers.

potato chips

sweater/pullover

donkey’s years
瞬間、一瞬の反対語
（ヒント）  Hi, John, I haven’t seen you for donkey’s years!

press
台所にあるもの
（ヒント）  I searched the press for a spoon.

a long time

cupboard

標準語

アイルランドの英語
アイルランド語

の英語

と標準語の単語
を線で

結んでみましょ
う！

答え：potato chips = taytos, police = guards/
gardai, sweater/pullover = jumper, cupboard 
= press, a long time = donkey’s years, trunk = 
boot, wrong = arseways, bathroom = jacks


