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バディとの出会い

11月９日（月）〜11月20日（金）の12日間第１０回四国中央市中学生海
外派遣事業を実施し、中学３年生と引率者22名がニュージーランドの北島のオー
クランド市にあるオレワカレッジを訪れました。６泊7日間のホームステイや学校生
活で習慣の違いを感じることができ国際交流の理解を深めました。また、現地の生
徒達に日本の文化やゲームを英語で教える機会もありました。その後、ニュージー
ランドの北島のまん中にあるロトルアという有名な観光名所でマオリ原住民の文化
体験や土ホタルを観覧し楽しい時間を過ごしました。

楽しみながらも、ニュージーランドの文化や習慣などについて勉強したことを写真
や資料などを加えてまとめ1月13日に、成果報告会で発表しました。

To Auckland, New Zealand!
中学生海外派遣オレワカレッジへ
11月9日（月）〜11月２０日（金）

ニュージーランド到着

海だ！きれい〜
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すごい！授業でiPadを使う！

マオリショーも見たよ！

第10回中学生海外派遣事業
参加者の感想。。。

 ★今回行って思ったことは、NZの人
はすごく”あたたかい”ということです。
すごくオープンな感じでフレンドリー
でした。英語が思うように通じない時
には、分かりやすく話してくれました。

 ★オレワカレッジでは、元気で優しい
子にたくさん出会いました。休憩時間
にもみんなにぎやかで、遊びに誘って
くれたりしてとても楽しかったです。

 ★家に行って最初に驚いたことが、日本のような
玄関がないことです。僕のホストファミリーではド
アを入ってすぐの所に靴をまとめておきます。

 ★バティと一緒に授業を受けたり、ラ
ンチを食べたりしました。バディと裸足
でテニスや、バスケをしたのが一番楽
しかったです。

 ★２週間の研修は、とても楽しかった
です。マオリ族の文化に触れたり、羊
の毛刈りを見に行って牛の乳搾りを
したりしたことは心に残っています。

 ★外国にも日本語を学んでいる国が多い事に驚
きました。日本語の授業を受ける教室には日本
の絵画や写真、日本の国旗などを飾っていまし
た。日本の文化がここまで広がっているとは、思
ってもいませんでした。

中学生派遣事業

怖い...下が見える！



ニュージーランド料理教室
12月12日（金）ニュージーランド出身で市の国際交流員のルシア・ジュがニュー
ジーランドの定番料理フィッシュ＆チップス、アフガンクッキーそして、スコーン
を作りました。みなさんは美味しいスコーンとクッキーができるよう手を使って力
強くこねました。どの料理もとても美味しくできたのでみなさん笑顔でした。最後
に、料理を食べながらニュージーランドについての現在の情報や、ルシアのおす
すめスポットなどを聞きました。みなさん楽しく美味しくできました！

SIFA創立10周年記念中学生海外派遣事業同窓会
12月30日（水）ホテルグランフォーレでSIFA創立10周年を記
念して中学生海外派遣事業同窓会を開きました。過去、20回
の間に参加した319人中120人が来てくれました。一番最初 

（平成７年）の派遣者から一番最近（平成27年、11月）まで
きて、歴史を感じる場でした。

合田会長の挨拶から始まりニュージーランド大使と市長から
の祝辞がありました。また、交流校のオレワカレッジとヒルモー
トンハイスクールからはビデオメッセージが届きました。 第1
回の派遣団を引率した星川正さんからは自らが世界各国で
体験したことを交えながら、「若い世代の参加者に夢は持ちつ
づければ叶う」「短いスパンで目標を立てて実行することが大
切」など、貴重なお話を聞く事ができました。

続いては過去の派遣者２人：井上陽介さん（平成14年）、　
山崎美砂子さん（平成7年）と現CIRルシア・ジュから活動報
告がありました。自分が活躍している職場での現況や中学生
海外派遣事業にどのように影響を受けたかについて話したり
参加者にいいアドバイスもしてくれました。

その後、クイズとゲームをして色んな賞品をもらい盛り上がっ
たり、派遣当時のビデオを見ながら懐かしい記憶を思い出し
たりしました。同窓会の雰囲気は最後まで明るくて賑やかで、
とても貴重な時間を過ごしました。また５年・10年後に同窓
会が開催されるのを楽しみにしています。また会いましょう！

ニュースフラッシュ



タイ料理教室

国際交流セミナー（中曽根公民館）韓国語講座
11月26日から12月24日まで、毎週木曜日、5回の初心
者向けの韓国語講座を行いました。韓国の文字：　ハ
ングルをはじめ日常生活で使う言葉や文法を、いろん
なゲームをしながら話す練習をしました。そして、韓国の
伝統的なゲームやK-popやお金などについても習いま
した。

Thank you SIFA Volunteers!
SIFAボランティアのみなさんありがとうございました！

1月12日（火）中曽根公民館で、市の国際交流員のルシア・ジュがふる
さとニュージーランド、オークランドについてあじさい会のみなさんに
話しました。ニュージーランド文化やオークランドでおすすめする場
所を紹介しニュージーランドから持って来たマヌカと言うはちみつを
使って作ったお茶も飲みました。日本の文化と比べながらみなさんに
わかりやすく説明しました。とても有意義な時間を過ごしました。

親子図書館：ルシアとクリスマス
12月13日（土）に市の国際交流員ルシア・ジュが親子図書館で子供たちといろんな
クリスマスに関する活動を行いました。クリスマスの絵本を読んだりサンタへのカード
を作ったり楽しいゲームなどをしました。また、ルシアお手製の絵本でニュージーラン
ドのクリスマスについて話し、ニュージーランドから持って来たお土産をクリスマスプ
レゼントとして配りました。とても、楽しかったです！

ニュースフラッシュ

1月23日（土）、タイ出身の川上ナッタガモンさんが講師になって、
みんなでタイ料理のグリーンカレー、タイ風春雨サラダ、肉団子と白
菜のスープを作りました。スーパーで買うことができる材料で作っ
たので、参加したみなさんは家でも挑戦してみたいと言ってくれまし
た。カレーとサラダは辛かったですが、とても美味しかったです。そ
の後、愛媛県男女共同参画センターの門田欣也さんから「地域の
中の男女参画」と題して有意義な話をしてもらいました。



Thank you SIFA Volunteers!
SIFAボランティアのみなさんありがとうございました！

平成２７年度いろんなイベントを手伝ってくれたり、参加してくれて本当にありがとうございました。
平成28年度もどうぞ宜しくお願いします。

イベント情報、SIFAボランティア

英語カフェ

カジュアルな雰囲気で、自由な話題を英語で話しませ
んか？英語力を試したい人、キープしたい人、英語にも
っと自信をつけたい人、だれでもokです！

日 程 ： 2月21日（日）
時 間 ： 15:00〜16：00
場 所 ： ジョイフル川之江店
講 師 ： ルシア・ジュ／市内ALT
対 象 ： 初心者〜上級者（高校生以上）
定 員 ： 15名
参加費： 200円（会員）／500円（一般）

 ★ 別途1人１品注文お願いします。　　　　　　
　　 例）ドリンクバー　　

ニュース英会話

世界に起きているいろんなニュースを簡単な英語でCIR
ルシアと読んでみませんか？小さいグループで議論もして
みましょう！

日 程 ： 2月16日〜3月22日 毎週火曜日、全6回
時 間 ： 19:00~20:00
場 所 ： 保健センター　１階 集団検診室
講 師 ： ルシア・ジュ
対 象 ： 中級〜
定 員 ： 20名
参加費： 2000円（会員）／4000円（一般）
　　　　



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

市民交流課国際交流係　石川•青木•ルシア
TEL: 0896-28-6014 内線: 1352/1351
メール: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

http://www.sifaweb.jp

The Great walks of New Zealand
      ニュージーランドのグレート・ウォーク

ビデオ見えますよ！
（英語）

Tongariro Northern Track
（北トンガリロ）
距離： 43km
期間： ３〜４日

ニュージーランド人だったら一回は訪れるトレッ
キングロードで火山地の上を歩けます。トンガリロ
では噴火口まで登ってEmerald Lake（エメラル
ド湖）とBlue Lake （ブルー湖）の素晴らしさを感
じることができます。

Milford Track
(ミルフォードトラック）
距離： 53.5km
期間： ４日

Milford Trackは山を回って最後の目的地
Milford Sound（ミルフォードサウンド）まで届く
トレッキングロードです。ここは氷河が解けてで
きた所なので山のすそのが海底にあるように見
えます。

Routeburn Track
(ルートボントラック）
距離： 32km
期間： 2〜４日

Southern Alpsを満喫することができるトレッキングロードで
Mt. Cookがある所です。このトラッキングロードも歴史があっ
て1880年から歩き始めたと言われていますが昔 マ々オリの原
住民がグリーンストーンを探すためにこの道を使ったと言われ
ています。

Lake Waikaremoana 
(ワイカレモアナ湖）
距離： 46km
期間： ３〜４日

Lake Waikaremoana は歴史があるトレッキングロードでマオリの文化や伝説が誕
生した場所なのでとても精神的なところです。森が多く輝く星が夜空に見えてとてもき
れいです。

Abel Tasman coast track
(エーブルタズマン海岸トラック）
距離： 55.2km
期間： ３〜5日

毎日いい天気で金色の海が見えるきれいなと
ころです。オットセイやニュージーランド固有
の鳥も見えます。一番おすすめする時期は4
〜６月です。海が近くあるのでカヤックや水上
タクシーや水泳やシュノーケルなどができま
す。3〜5日ではなく半日でもできるコースです。

Rakiura Track (Stewart Island)
(ラキウラトラック、スチュアート島）
距離： 32km
期間： ３日

ニュージーランド唯一の島、国立公園で一
年中ずっといい天気を保っています。いつの
時期に訪れても問題ない所です。昔のマオ
リとヨーロッパ人の史跡を見ることができ
ます。とてもきれいで地域の人達は優しいで
す。そして、運が良かったら飛ばない鳥キウ
イも見ることができますよ！

QRコー
ド!


