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平成26年度
の四国中央市国際
交流協会総会を5月
10日に行います。平
成25年度事業実施報
告、 2 6年度事業計
画、役員改選について
話をしますので、ぜひ来
て下さい！その後で、ドイツ
で行われた2013年のワールドハモニ
カフェスティバルで3位に入賞した横
山悠介さんによるハーモニカコン
サートをします。15歳で世界の強豪
を相手にしたうえ、日本全国大会で
2011年に優勝しました。とても素晴ら
しい演奏をすると思います！是非お聴き
逃しなく！

ポットラックやじゃんけんバ
トル、ドアプライズもあるの
で、是非お越し下さい。今年
も色々楽しめるイベントをご
用意しています！
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四国中央市国際交流協会会報誌

SIFA Times

平成26年度
国際交流協会総

会

5月10日 (土) 18時30分～
福祉会館 4階多目的ホール

四国中央市
国際交流協会



以前ウクライナに住んだことあるデレクライマン先
生は2月15日にロシア料理教室を行いました。ロシア
のマスリニツァと呼ぶ春祭りの食べ物について学んで作
りました。クレープみたいな伝統的なблинчики（ブリン
チキ）に肉やジャムの中身を入れて、焼きました。簡単で
したが、とても美味しかったです！

2月のニュース英会話では、ショーン先生と世界中の
面白い記事を読んで論議しました。これまでのクラス
で使っていたよりも短い記事をクラス内で読むなど、
色々な方法で読み込むことで英語記事の内容についても理
解が深まりました。テクノロジー、ファッション、健康、海賊などの話題
の記事を扱いました。

ロシア料理教室

NEWS　英会話

２　・　会報誌

2月15日のJICAセミナーでは、も
し世界が100人の村だとしたら、そ
の100人はどんな状況で生きて、どん
な関係を持つかを考えるワークショップを
しました。講師のJICA香川デスクの西岡さん
から世界各国の役割カードが配布され、色々
なシナリオで人種の問題について知識を拡げ
ました。後半では、西岡さんがフィリピンに
住んでいた経験とそこから現在の仕事に至っ
た経緯について話をしてくれました。

Eventイベント

JICA セミナー



2月2日にSIFAは中国の新年会
を行いました。旧暦に基づくも
のです。中国にも十二支があり、
今年は日本と同じ午です。
　四国中央市の春節祭ではみなさ
ん持ち寄りで色々な中華料理や中
国からのお菓子をいっぱい食べま
した。それから、今年も日本の伝
統的郷土芸能である「いわくら太
鼓」の力強く見事な演奏に心と体
を震わせました。太鼓に魅せられ
た中国の皆さんのために設けた体
験コーナーでは楽しそうに叩いて
いました。また、相互の文化交流
として中国のチェンズや日本のけ
ん玉を体験し、簡単なゲームをし
ました。最後に、中国の伝統的な
曲を歌ったりして春節祭を満喫し
ました。

去年は色々な大きな自然災害があり、SIFAでは以下
の災害救援金を募りました。 皆さんにお寄せいただ
いた救援金は、日本赤十社へ送付いたしました。本当に

ありがとうございました。

救援金のご報告とお礼

春節祭

Flash報告
会報誌　・　３

4月20日中国四川地震
募金活動期間：5月20日～6月20日

募金額：6,312円

11月8日フィリピン上陸台風30号
募金活動期間：11月15日～1月31日

募金額：24,081円



from Christchurch, New Zealand. 
Kia ora is the Māori (New Zealand’s indigenous people) word for hello and is 
greeting that is regularly used in daily conversation. My name is  Pam Hunt, and I’m 
a teacher of Japanese at Hillmorton High School in Christchurch.

Hillmorton High School has had a biennial exchange with Iyomishima / 
Shikokuchuoshi since 1995. It is the highlight of many students’ high school years 
to be involved with it, both as somebody who is  able to travel to Japan, and/or as 
somebody hosting a Shikokuchuoshi student in New Zealand. I have been very 
fortunate to have been part of the exchange for many years now and am looking 
forward to the upcoming visit in April. It will be the seventh time that I have visited 
your city.

This year there will be 14 of us in the group, 12 students (six girls and six boys) and 
two adults. The boys are Marc Anderson, Rhys Jenkins, Lars Munro, Dion Pellett, 

Jack Pooley, and Jayden Roper. The girls are Tanisa Faga-Ieti, Aleisha Gossett, 
Aimee Green, Emily Kendall, Stephanie Powers, and Jessie Robinson. They are all 
senior high school students and have been studying Japanese for a few years. 
However, they don’t have much confidence in speaking and understanding Japanese 
so please speak slowly with them!

The students have said:
      “I’m really excited about experiencing a different culture.”
      “I’m looking forward to seeing and interacting with the local
        community and host families.”
      “I want to try new foods and seeing new things.”

Before coming to Shikokuchuo we will spend a week 
travelling in Tokyo, Kyoto,  Osaka and Nara. Highlights 
will include the “modern” of Tokyo and Osaka 
(Harajuku, Shinjuku,  Shibuya, Ghibli  Studio, 
Disneyland, and USJ) contrasted with the traditional of 
Kyoto and Nara (Daibutsu, Kinkaku,  Ryoanji, 
Ginkakuji, and Kiyomizudera.) 

We are all looking forward to coming to Shikokuchuo, 
and to meeting you all. Staying with you in your homes 
will be a special experience and memory we will treasure 
forever.

４　・　会報誌

Kia ora

New Zealandヒルモートン

上：地震のあと、クライストチャーチ市の中心に新
しいショッピングモールを作った。しかし、この27
店のモールはなんと、全部コンテナで作られている！

左：地震でクライストチャーチ市の有名な大聖堂は
破損された。その場所はどうなるかを決める間に、
市民たちは坂茂建築家によって設計された段ボール大
聖堂で礼拝しています。

Kia oraKia ora



Greetinasからのご挨拶

ニュージーランド（ＮＺ）のクライストチャーチ市からのキアオラを！
キアオラというのはマオリ語（ＮＺの先住民族の言語）でこんにちはと
いう意味で、現在の日常生活でよく使われている挨拶です。私はパム・ハ
ントで、クライストチャーチ市のヒルモートン校の日本語の教師です。

ヒルモートン校と伊予三島／四国中央市の交流は1995年に始まりました。
日本に行ける学生にも、また日本の学生をＮＺでホストする学生にも、こ
の交流は数多い高校生活の重要な部分になります。私が四国中央市に行くの
は7回目になりますが、この4月に行けるのをとても幸運に思っています。

今年は生徒12人（男子6人女子6人）と大人2人、全員で14人が行きます。
男子のほうは、 マーク・アンダーソン、 リース・ジェンキンズ、 ラーズ・
マンロー、 ディオン・ペレット、 ジャック・プーリ、 とジェーデン・
ローパーです。

女子は タニ―シャ・ファガイエティ、 アリ―シャ・ゴセット、 エーミ・
グリーン、 エミリー・ケンダール、 ステファニー・パワーズ、と ジェシー 
・ロビンソンです。皆は数年日本語を勉強してきた高校4年生です。で

も、まだ日本語で話したり聞いたりする
ことにまだ自信がないので、ゆっくり
喋って下さい！ 

四国中央市に行く前に、東京、京都、大
阪、そして奈良を旅行し一週間を過ごし
ます。日本の「現在」である東京と大阪
（原宿、新宿、渋谷、ジブリスタジオ、
ディズニーランド、USJ）対して伝統的な

京都・奈良（大仏、金閣寺、龍安寺、銀
閣寺、そして清水寺）を比べて体験でき
ます。

生徒たちのコメントを紹介します：
「異文化を経験することについて興奮して
います。」
「ホストファミリーや地域の皆さんと交
流するのを楽しみにしています。」
「新しい食べ物を試したり、新しい物を
見たりしたいです。」

生徒たちは四国中央市に訪問して皆さん
に会うのが待ち遠しいです。一緒に過ごす
ことはきっと特別な経験になり、一生忘
れられない思い出になるでしょう。

会報誌　・　５

キアオラ!キアオラ!
g



Event Info情報イベント

初心者英会話シリーズ第3回の開催です！週に1回ジョナサン先
生と一緒にネイティブ英語を学びませんか。 練習もたくさん入

れて勉強しますから、「英語は全く喋れないけど習いた
い！」という方にもお勧めの授業です。ジョナサ
ンはやさしく基礎から教えてくれます。参加した
ことがある方、初めての方も大歓迎です！

初心者英会話３

６　・　会報誌

4月末に ニュージーランドから来る中学生たちを四
国中央市に歓迎するためにウエルカムパーティー
を開催いたします。12人の生徒と2人の先生
は4月24日から5月3日まで市内の家庭でホー
ムステイをします。歓迎会ではビュフェスタ
イルで、ニュージーランドの皆さんと話した
り、 文化交流を楽しんだりできます。みなさ
んで歓迎し交流しましょう！

日　程：　4月25日（金）
時　間：　18:30～20:30
場　所：　グランフォーレ
参加費：　大人：3,000円
　　　　　子供：1,500円
申込期限：　4月14日（月）

NZ生徒の歓迎会

NZ

日　程：　5月8日～6月26日　毎週木（全8回）
時　間：　19:00～20:00
場　所：　保健センター
講　師：　ジョナサン・スシダ・バンチ
定　員：　24名　　　対 象：高校生以上
参加費：　会員：2,500円、　一般：5,000円
教科書：　インターチェンジ（3千円程度）



情報

ニュージーランドの北島、オークランド市のオレワ校から訪問団
がやってきます。3泊4日のホームステイ受け入れを通して、自宅で
国際交流してみませんか？特別なことは必要ありません。興味の
ある方は4月18日（金）までに、事務局までご連絡ください。

受け入れ期間：　7月11日（金）～　7月14日（月）

※日本語を勉強している生徒14名と引率の先生2名の16名です。
※初めて受け入れする方や同年代のお子さんのいる家族を優先させていただきます。
※6月に説明会をいたします。

ボランティアホストファミリー募集

Thank You法人・団体会員　　　　　　　　　　 の皆様へ

Homestaa ホームステイ　  受け入れ募集y

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26年3月19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
社会医療法人石川記念会
　HITO病院
石川製紙株式会社
株式会社　石松
イトマン株式会社
井原工業　株式会社
株式会社今村紙工
ウマ商事株式会社
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
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

株式会社　キノシタ(磯の匠）
医療法人共生会井上
　整形外科クリニック
協和紙工株式会社
株式会社キンセイ
有限会社熊野養鶏
KSコピー印刷株式会社
合鹿製紙有限会社
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
社会福祉法人
　四国中央市社会福祉協議会 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
淳製紙株式会社
新興電機株式会社
シンワ株式会社
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

太平紙器株式会社
株式会社瀧本鉄工建設
医療法人中央歯科クリニック
有限会社チョウノデザイン
株式会社ティ･アモ
遠山産業株式会社
トーヨデンサン株式会社
戸田汽船株式会社
有限会社　豊岡農場
中塚紙工
日新ハウジング株式会社
有限会社福井印刷所
株式会社フロントエンド
星高製紙株式会社
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
株式会社ワールドマリン(珈琲蔵)

■団体会員
伊予三島ライオンズクラブ
伊予三島ロータリークラブ
うま商工協同組合
コスモス会
四国中央市ラグビーフッ
トボール協会
四国中央市連合婦人会
四国中央法皇ライオンズクラブ
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
愛媛県立三島高等学校
三島柔道会

会報誌　・　７



我々はさくらを日本のシンボルとしてとら
えていますが、日本のみではなく、世界
中の色々な地でさくらが咲きます。ワ
シントンDCの桜祭りはおそらく一番
有名ですが、他にも色々な桜の祭典が
あります。

Last Word編集    後記

around the world

`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　金崎•堀池•ショーン
TEL: 0896-28-6014 内線: 1352/1351
メール: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

http://www.sifaweb.jp

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。

エコ発送実施！
希望する会員の方はPDF版会報誌を
メールでお送りいたします！一緒にエ
コに取り組みましょう！希望者はメー

ルでお問い合わせ下さい。

メイコン市
民はこの桜祭りを
「世界で一番ピンクな
町」と呼ぶ。日本の祭りの
雰囲気とは違うが、賑やか
で楽しそうだ！30万本の桜
だけではなく、花火や“Heel 

Dash”や美人コンテストや 
“Bed Race”も見たり参
加したりできる。

スペインの
ヘルテ渓谷では
数えられないほどの
桜が植えられている。
この辺りのピコタチェ
リーは素敵な甘さゆ
えに大事にされ
ている。

鎮海市で22
万本の白い桜が咲
く。一番多いところは

3.5マイル続くアンミン
道である。ここの桜はピ
ンク色ではなく、全本白
くて、この世のところ
とも思えない雰囲気
を作っている。

コペンハー
ゲン市の祭りでは
多少日本の影響を感
じるが、伝統的な着物
だけではなく、コスプ
レしている人も来
て、漫画のブース
もある。

Copenhagen, Denmark

Macon,
Georgia

Jerte, Spain

Jinhae, South Korea

mailto:sifa@shity.shikokuchuo.ehime.jp
mailto:sifa@shity.shikokuchuo.ehime.jp

