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第3回しこちゅ〜国際交流フェスタ

①フラダンス
②フラダンス体験
③磐座太鼓
④多言語防災パンフレット
⑤警察署から自転車シミュレーター
⑥ベトナムブース（春巻き試食中）
⑦アメリカブース（アメリカフットボール体験中）
⑧集合写真

① ③

④ ⑤

②

⑥ ⑦

⑧

　２月 5 日（日）に福祉会館４階多目的ホールで「第 3 回
しこちゅ〜国際交流フェスタ」を行いました。会場内は世界のブースや参加者

のみなさんが持ち寄った食べ物などで様 な々文化があふれていました！食べ物は日本
をはじめ、 ベトナム、中国、フィリピン、ニュージーランド、オーストラリア、アメリカなど世
界各国の食べ物を味わうことができました。
　ステージイベントでは世界の文化をさらに感じることができました。中東を代表する「ベリー
ダンス」、日本の「コマ回し」と「磐座太鼓パフォーマンス」そしてハワイの「フラダンス」
が行われ、みなさんの注目を浴びました。 その後、ブースのスタンプラリーと参加者交流ビ
ンゴゲームをし、スタンプラリーでは、各ブースをまわってスタンプを集めると景品がもらえま
した。今年の景品は防災アルミシートで、これは災害時などに寒さから体を守ってくれます。
参加者交流ビンゴゲームでは、参加者同士がカードに書いている質問をお互いにして「はい」
と答えた人の名前をカードのマスに書いてビンゴを完成するゲームです。　
　今年は 200 名の大勢の人が参加し、とても盛り上がるフェスタでした！世界の言葉や文
化に触れ、たくさん交流ができました。また、来年も楽しみにして下さい！



韓国家庭料理教室

　2 月 25 日（土）に韓国家庭料理教室を行いました。市国際
交流員ルシア・ジュが本格的な韓国料理の作り方を教えました！
今回作った料理は韓国風わかめスープと豚肉コチュジャンプルコ
ギとズッキーニが入ったニラチヂミでした。ズッキーニは韓国の料
理によく使う材料で、衣を付けてそのまま焼いたり、みそ汁にも入
れて食べます。
　料理を始める前にルシアからのプレゼンテーションがあり、韓
国での食卓マナーと料理の由来や食べる理由について詳しく説明
してくれました。 その後、みなさんはルシアからのアドバイスをも
らいながら、おいしい料理を作りました！参加者のみなさんはとて
も満足で、家でも挑戦したいと言っていました！

CIR 派遣（幼稚園・小学校）

　1 月 18 日から２月 21 日まで市国際交流員ルシア・ジュ
が市内幼稚園と小学校を訪れ、ニュージーランドの人た
ちの生活についてプレゼンテーションをしました。ニュー
ジーランドの家の様子、お金、食べ物、水の大切さ、
動物などについて面白くクイズ方式で行いました。生徒た
ちはプラスチックで作られているニュージーランドのお金
を実際に触ってみて驚いていました！
　その後、楽しい歌で英単語を学んだり「4 コーナズ」
と言う楽しいゲームもしました。また、給食も一緒に食
べ、生徒たちと身近で交流をすることができて楽しかった
です！

CIR 派遣（豊岡台病院）

　2 月 15 日（水）に市国際交流員ルシア・ジュが豊岡
台病院でニュージーランドの文化についてプレゼンテー
ションをしました。ニュージーランドの位置、動物、食べ
物、お金などについて説明し、実際にニュージーランド
お菓子を味わいました！また、参加者が事前に準備した
英語の自己紹介を、みんなの前で発表してルシアを驚か
せました！みなさんの努力にルシアはとても嬉しくて感動し
ました！

英語カフェ④
　2 月 19 日（日）にジョイフル川之江店で英語カフェを行いまし
た。市国際交流員ルシア・ジュとALT を中心にグループに分か
れて英語でたくさん話しました。今回の英語カフェでは紙に書かれ
た 20 個の質問の中から一つ選び、書いている質問に答えるゲー
ムをしました。「好きな音楽は何ですか？」のような質問から「もし、
一日で 100 万円を使うとしたらどうする？」など盛り上がる話題が
たくさんありました。
　また、次回も楽しみにして下さい！

初心者英会話④

　1 月 20 日〜 3 月 3 日の間、毎週金曜日にショーン・ソ
ルバーグ先生の初心者英会話を行いました。今回のテーマ
は家族やスポーツでした。みなさんは学んだ単語や文法を
利用して、自分の好きな音楽や今しているスポーツについて
話しました。生徒のみなさんはショーン先生とたくさん話し
てコミュニケーションを取りました！

ニュースフラッシュ

ニュース英会話②

　２月 14 日〜 3 月 24 日、全６回のニュース英会話を行い
ました。授業のはじめに記事の内容を理解するために自分
とつながりを探す会話ゲームをしました。その後、記事を読
んで英語で熱く議論をしました。今回読んだ記事は「新し
い大陸：ジーランディア」、「結婚はストレス度を減らす」、「断
食は健康な習慣」などについてでした。みなさんは楽しくて
最後まで話が止まりませんでした！



Ei-GO!Kids Eikaiwa
TEL:(0896)28-6014  EMAIL: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp  WEB:www.sifaweb.org

イベントの申し込み方法

　Hey kids! 国際交流員ルシアや市 ALT と楽しいゲームやロールプレイングの中で、たくさん英語で話して
みませんか？今回はイースターをテーマにした英会話、ゲーム、エッグペインティング、イースターカップな

どの工作をします！また、「しこちゅ〜パスポート」を持ってブースを回り、スタンプをゲットしよう！スタン

プを全部集めたら景品と交換してもらえるよ！

　さらに、今年初めて行う「キッズイングリッシュ発表会」に参加してみませんか？みんなの前で好きなもの

や歌などを英語で発表してみよう！

キッズ英会話

日 程：　4月15日（土）

時 間：　10:00〜12:00（受付９:30〜）

　　　　 10:00〜11:30（キッズ英会話）

場 所：　福祉会館4階　多目的ホール

定 員：　50名（キッズ英会話）

講 師：　ルシア・ジュ（国際交流員）

　　　　市ALT

対 象：　小学1〜6年生　

　　　　※小学1〜3年生は保護者同伴

参加費： 200円（会員）／400円（一般）

締め切り：定員になり次第

英会話 イースター工作やゲーム 発表会

キッズイングリッシュ発表会

※発表会のみの参加もok！ただし、参加費が必要です。

日 程：　4月15日（土）

時 間：　11:30〜12：00（発表会）

場 所：　福祉会館4階　多目的ホール

定 員：　15組（発表会）

対 象：　小学1〜6年生　※小学1〜3年生は保護者同伴

参加費： 200円（会員）／400円（一般）

発表内容： なんでもok

　　　　　（例：好きなものや将来の夢などを話す。英語の歌を歌う。)

　　　　　（※1組1分以内にまとめてください。）

発表方法： イベント参加者の前で、個人またはグループで発表する。

締め切り：定員になり次第

　平成29年度はどんな活動を計画しているのか聞いてみませんか？
平成 28 年度の事業報告もあります。総会の参加費は無料です！
　さらに、総会終了後交流会を行います。有料ですがおいしい弁当、
ステージイベントそしてビンゴゲーム大会にも参加できます。ビンゴ
大会では豪華景品（ワインやチョコレートなど）がもらえるかもしれ
ません。みなさんぜひお越しください。

日 程：　5月20日（土）
時 間：　11：00〜（受付10：30〜）
場 所：　ホテル　グランフォーレ2階
対 象：　SIFA会員
参加費： （総会）　　無料
　　　　（交流会）　500円
　　　　※昼食付き・ステージイベント・ビンゴ大会
締め切り：4月28日（金）

イベント情報



韓国語講座（初級）①　
한국어교실 ( 초급 )

　韓国の音楽やドラマに興味はありますか？今より
ステップアップした韓国語を学びませんか？韓国語
の文字「ハングル」からはじめ、あいさつ、数字、
家族、自己紹介など様 な々単語や基礎の文法も学
びます。韓国に興味がある方 と々交流しながら楽し
く学びましょう！

日 程：　5月11日〜６月15日
　　　　全6回、毎週木曜日
時 間：　19：00〜20：00
場 所：　保健センター1階　集団指導研修室
定 員:　20名
講 師：　ルシア・ジュ（国際交流員）
対 象：　初心者（高校生以上）
　　　　※初めて勉強する方、大歓迎！
参加費： 2000円（会員）／4000円（一般）
教科書代：2000円
締め切り：5月1日（月）

初心者英会話①　
Beginner English conversation class

　ショーン先生と英会話を勉強しよう！平成 29 年度最
初の初心者英会話では自己紹介や買い物の時に使うフ
レーズや外国について学びます。基礎文法や単語も一緒
に学び、会話の練習もします！

日 程：　5月10日〜６月14日
　　　　全6回、毎週水曜日
時 間：　19：00〜20：00
場 所：　保健センター1階　集団指導研修室
定 員:　20名
講 師：　ショーン・ソルバーグ
対 象：　初心者（高校生以上）
　　　　※初めて勉強する方、大歓迎！
参加費： 2000円（会員）／4000円（一般）
教科書代：3000円
締め切り：5月1日（月）

英語カフェ English Cafe１

日 程：　6月4日（日）
時 間：　15：00〜16:30
場 所：　ジョイフル川之江店
定 員：　15名
講 師：　ルシア・ジュ／市内ALT
対 象：　初心者〜上級者（高校生以上）
参加費： 200円（会員）／500円（一般）
締め切り：6月1日（木）
※別途，飲食代が必要です。
※もし、見せたいものがあったら持ってきてもokです。
例）アルバム／好きな本／好きな映画のDVDなど

　市国際交流員や ALTとグループに分かれてたくさん英
語で話しましょう！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！自由
な雰囲気で飲みながら友達と話すように、たくさん英語で
会話ができます！気軽に来てください！

キッズイングリッシュ発表会

※発表会のみの参加もok！ただし、参加費が必要です。

日 程：　4月15日（土）

時 間：　11:30〜12：00（発表会）

場 所：　福祉会館4階　多目的ホール

定 員：　15組（発表会）

対 象：　小学1〜6年生　※小学1〜3年生は保護者同伴

参加費： 200円（会員）／400円（一般）

発表内容： なんでもok

　　　　　（例：好きなものや将来の夢などを話す。英語の歌を歌う。)

　　　　　（※1組1分以内にまとめてください。）

発表方法： イベント参加者の前で、個人またはグループで発表する。

締め切り：定員になり次第
ショーン・ソルバーグ先生

使う教科書

イベント情報 cont

こども英語教室①　
English class for children

　市 ALT のニッキ・スミス先生と楽しく英語を学びません
か？小学 3 〜 6 年生向けの英語教室では楽しいゲームを通
してアルファベット、自己紹介、あいさつなどを学びます！

日 程：　6月１日〜7月６日
　　　　全６回、毎週木曜日
時 間：　19:00〜20:00
場 所：　保健センター2階　研修室
定 員：　20名
講 師：　ニッキ・スミス（市ALT）
対 象：　小学3〜6年生
　　　　※保護者の送り迎え必要
参加費： 2000円（会員）／4000円（一般）
締め切り：5月31日（水）

ルシア・ジュ先生

ニッキ・スミス先生



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•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

春に咲く世界の花

Flowers in Spring

　広さ 530 ヘクタールのハレルボスの森の中で、ブルーベルは春から夏の上旬にかけて咲きま
す。ブルーベルはこの森で何百年もの間咲いていましたが、第一次世界大戦で森が全焼しまし
た。しかし、現在は復興し、この森にはブルーベルだけでなく、たくさんの野生動物も暮らして
います。

花名：ブルーベル（Bluebell)
　 ハレルボスの森、ベルギー（Hallerbos Forest, Belgium）

写真：Guy Lambrechts

　ゴールデンポピーはカリフォルニア州花です。広くて平らな場所と芝生や砂が多い坂で咲き
ます。昔のカリフォルニア州に住んでいたインディアンたちは食料や油として使っていたといわれ
ています。カリフォルニア州では 4月 6日をカリフォルニアポピーデーとなっています。

花名：ゴールデンポピー（Golden Poppies)
　　　カリフォルニア州、アメリカ（California, America)

写真：tksual photography

　２月から３月の間に咲く菜の花は羅平の畑を全て黄色く染めます。大勢の観光客や写真家た
ちが集まりその風景を見に来ます。さらに、集まるのは養蜂家たちです。養蜂家たちはこの時期
にハチミツを取りたくさんのハチミツ製品を作ります。

花名： 菜の花畑（Canola Fields)
　 羅平県、中国（Luoping, China)

写真：Caters News Agency LTD

　ルーピンという花は 11 月上旬から 12 月上旬まで咲きます。ニュージーランドは南半球
に位置しているので、春は 9月から 11 月になります。見た目は美しいですがニュージー
ランド環境保護局はこの花を「雑草」として指定しています。その理由はルーピンは鳥が
暮らす環境に悪影響を与えるからです。

花名： ルーピン（Lupins）
　 テカポ湖、ニュージーランド（Lake Tekapo, New Zealand）

写真：Sissonstock

　日本では春を感じるときは「さくら」の花
が咲くときだと思います。スーパーなどではさ
くらの模様が付いている商品が溢れていて温
かい気持ちになります。さらに、全ての物がピ
ンク色になっていますね！しかし、他の国では
春になったら違う種類の花が咲くので、愛で
方も国によって違います。
　さて、春になったら世界ではどんな花が咲
くのでしょう。ルシアが調べてみました！


