
イースターまつり　

SIFA 総会　　
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事務局からのあいさつ

CIR 四国の旅
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写真提供：ブレイデン・マレー（市 ALT）
場所：カナダ　ブリティッシュコロンビア州　ペンティクトンビーチ



　4月 15 日（日）に保健センターでイースターまつ
りを行いました。今年はボランティアを含めて約 90
名の方が参加し、とても楽しいイースターまつりに
なりました。
　いろんなゲームや工作の中でとても人気があった
のはエッグペインティングとエッグハントでした。
エッグペインティングとは食用色素の入ったお湯に
卵の殻を入れて、色をつける工作です。参加者は卵
をかわいく色つけして、持ち帰りました！エッグハ
ントでは、保健センターの中と外にあるプラスチッ
クエッグを探し、景品をもらうゲームをしました。
参加者はあっという間に全ての卵を見つけました。
そして、卵の中には、5個の当たり付き卵があり、特
別な景品をもらった方もいました。
　今年もとても楽しいイースターを過ごすことがで
きました！また、次回のイースターまつりも楽しみ
にしてください！

イースター（Easter）という言
葉はアングロサクソンの女神で
ある「Eostre（イオストレ」か
ら来た可能性が高いと言われて
います。「Eostre」は春と新し
い生命を象徴する女神です。



平成30年5月1日現在
（敬称略50音順）

■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
旭調木株式会社
石川製紙株式会社
株式会社石松（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
株式会社受川組
ウマ商事株式会社
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

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
サトー産業株式会社
三合商事株式会社
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体
育協会
四国テクノ株式会社
新興電機株式会社
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
大王海運株式会社
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
医療法人中央歯科クリニック
株式会社中央ステンレス
遠山産業株式会社
戸田汽船株式会社
有限会社豊岡農場
トーヨデンサン株式会社
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
株式会社プレミアム
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
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

ご協力ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

■平成30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29年度事業報告について
・ 議案第2号　平成29年度決算報告について
・ 議案第3号　平成29年度監査報告について

・ 議案第4号　平成30年度事業計画について
・ 議案第5号　平成30年度収支予算について
・ 議案第6号　役員改選について

SIFA 総会

　5 月 19 日（土）にホテルグランフォーレで、
平成 30 年度の総会を行いました。昨年度の事
業報告や平成 30 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福島県の
りんごジュースを味わってもらいました。
　総会の後の交流会ではステージイベントとビン
ゴ大会を行いました。さらに、おいしい昼食とア
イスクリンを食べることができました！
　今年のステージイベントは在日本大韓民国民団
の皆さんによる韓国の伝統音楽「サムルノリ」で
した。「サムル」とは、韓国の４つの伝統的な打
楽器のことで、「ノリ」は遊びや演戯という意味
です。韓国では農業の収穫や豊作を祈るため演
奏したと言われています。とてもリズム感があるス
テージイベントでした！
　ビンゴ大会では、ワインやオリーブオイルなど
豪華景品があり、楽しくビンゴゲームに参加しま
した！
　平成 30 年度も皆さんが国際理解や外国人と
交流する機会が増えるような事業を計画します。
今年もよろしくお願いします。

SIFA 平成 30 年度総会



イベントの申し込み方法
TEL: (0896)28-6014
EMAIL: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp
WEB: www.sifaweb.org/contact

日 程：　7月7日（土）
時 間：　11：00〜13：00（10：30〜受付開始）
場 所：　保健センター2階　栄養指導室
定 員：　30名
講 師：　ルシア・ジュ（市国際交流員）
対 象：　高校生以上
参加費： 500円（会員）／1000円（一般）
締め切り：６月29日（金）

　市国際交流員ルシア・ジュの最後の SIFA イベント、韓
国料理教室に参加しませんか？今回は皆さんもなじみある

「プルコギ」と「チャプチェ」、そして韓国で二日酔いを解
消するためによく食べる干鱈スープ「プゴク」を作ります。

韓国料理に挑戦してみよう！「韓国料理教室」

　はじめまして、人事異動により４月より地域振興課長とな
りました脇総二です。
　最近は訪日外国人が 2,400 万人を超え、東京オリンピッ
クに向けてさらに増加する見込みです。とはいえ、私の周り
にはなぜか日本人ばかりで、外国語を話す機会もなく（も
ちろんしゃべれません）、NHK のクールジャパンを見ている
時に国際交流を考えるくらいです。国際化から取り残され
た鎖国時代のサムライジャパンのような私が国際交流を所
管する課長でいいのかという疑問もありますが、SIFA 会員
の皆様の協力をいただきながら頑張っていきますので、よろ
しくお願いいたします。

チャプチェ

プルコギ

プゴク
（干鱈スープ）

アロハ！ハワイの文化を体験しよう！「ハワイ文化体験セミナー」

日 程：　7月21日（土）
時 間：　14：00〜16：00
場 所：　保健センター1階　集団指導検診室
定 員：　30名
講 師：　ターシャ・ハヤシさん
　　　　カイラ・サトウさん
対 象：　だれでもok!
　　　　（小学生以下は保護者同伴）
参加費： 300円（会員）／500円（一般）
締め切り：7月18日（水）

愛媛県と姉妹提携している米国ハワイ州から2 名のインター
ン生が四国中央市にやってきて、ハワイの文化を紹介してく
れます。今回はハワイの伝統工芸「リボンレイ」を作って、
みんなでフラを踊りましょう！

イベント情報・事務局からのあいさつ



　私は来日してから目標がありました。それは４７都道府県
制覇することですが、最近思ったのが私は四国（特に愛媛
県）をあまり旅行をしてなかったことです。これを機に私は
今回のゴールデンウィークに「四国カルスト」の姫鶴平（め
づるだいら）と天狗高原を行ってきました。

国際交流員ルシア・ジュの四国の旅

　四国カルストは四国中央市から車で約 3時

間かかり、標高 1400m の
ところにあります。

ぐるたびによると、カルストとは「雨による

浸食などで石灰岩が地表に現れている地形の

こと」です。四国カルストはとても広くて見

るところが大野ヶ原、姫鶴平（めづるだいら）、

天空の道、五段高原、ケヤキ平、天狗高原が

あります (いよ観ネット）。

星空の景色も有名ですよ！

姫鶴平

四国カルストの紹介

　 四国カルストを上がったら最初に着く場所が「姫鶴平」
です。緑色の野原が目の前に広がり、空に手が届くような
近さでした。さらに、牛たちものんびりしていてニュージーラ
ンドの風景を思い出し、とても懐かしくなりました。その中
で一番印象に残ったのは山のてっぺんが私と同じ目線である
ことでした。山の上に浮かんでいる気持ちになってとても不
思議な経験をしました。

　次は車で 5 分の距離にある、愛媛県と高知県の境界線
がある天狗荘に向かいました。向かう途中は景色がとてもき
れいだったので、車を止まめて写真を撮りたい気持ちになり
ました。
　天狗高原には、宿泊施設やレストラン、お土産屋さんが
あって、ここも素晴らしい景色を見ることができました！

天狗高原（天狗荘）

愛媛県

天狗荘を楽しむ方法
Step 1

高知県

愛媛県と高知県の県境
に行って写真を撮る。

Step 2

天狗荘の中にあるレス
トランでご飯を食べる。

Step 3

ソフトクリームを食べ
る。とても濃厚です。



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　星川•水本•ルシア
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

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。

今回の
豆知識

「日本人が多く訪問している国・地域」（2015 年）
「日本への入国者の多い国・地域」（2017 年）

キッズ外務書、世界いろいろ雑学ランキングより

日本人が多く訪問している国・地域（2015 年）

国・地域 人数

1 アメリカ（グアム、ハワイ、
米領サモア、プエルトリコ、
米領バージン諸島、サイパン
等、北マリアナ諸島を含む）

375 万人

2 中国 249 万人

3 韓国 183 万人

4 台湾 158 万人

5 タイ 134 万人

6 シンガポール 78 万人

7 フランス 68 万人

8 ベトナム 67 万人

9 ドイツ 64 万人

10 香港 63 万人

日本への入国者の多い国・地域（2017 年）

国・地域 人数

1 中国 735 万人

2 韓国 714 万人

3 台湾 456 万人

4 香港 223 万人

5 アメリカ 137 万人

6 タイ 98 万人

7 マレーシア 43 万人

8 フィリピン 42 万人

9 シンガポール 40 万人

10 インドネシア 35 万人

日本旅行業協会による 2018 年ゴールデンウィーク
旅行人気ランキング TOP10 と外務省のランキングと
比べてみましょう！

国・地域 国・地域

1 台湾 6 ベトナム

2 ハワイ 7 韓国

3 タイ 8 イタリア

4 シンガポール 9 グアム

5 香港 10 フランス／アメリカ（本土）

日本旅行業協会、JATA ゴールデンウィーク旅行動向調査より


