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楽しかったです！

9月27日(日)森と湖畔の公園でニュージーランドとアメリカン
スタイルのバーベキューパーティーを行いました。ニュージー
ランドスタイルのホットドッグ：ソーセージシズルとポテトサラ
ダを食べ、ポテトサラダは日本と違う食感で皆、驚きましたが
美味しく食べました。また、アメリカのハンバーガーと、マシュマ
ロをクラッカーで挟んで食べるスモアも食べました！スモアは
参加者が自分でマシュマロを焼いて作りました。

その後、Pass the Parcel、Limbo、Balloon Tossゲームを行
いました。Pass the Parcelと言うゲームはニュージーランドの
誕生日パーティーによくするゲームで、プレゼントを新聞で包ん
だものを音楽に合わせて回します。音楽が止まったら新聞の一
枚をはがしてまた回します。最後の一枚をはがした人がプレゼ
ントをもらえるゲームです。このゲームで参加者はニュージーラ
ンドのあめ、ペン、チョコレートなどをもらいました！今年もたくさ
ん食べたり遊んだりして楽しい３時間を過ごしました。

バーベキューパーティー・ハロウィン

とれるかな。。

10月24日(土)第7回目のハロウィンパーティーを行いました。
今年はいつも人気があるゾンビ撃ち落としやパンプキンと猫
のピニャータゲームのほか、新しいゲーム、ミイラボーリングと
Pin the tail on the catを加え、またフェイスペイントも大人
気でした。そのほかに、マジックショーや仮装コンテストや第２
回ゾクゾクアートコンテストを行いました。 市内の小学生から
７作品が出展され高校生から６作品が出展されました。

今年もレベルの高い作品ばかりでしたが、３作品がそれぞれの賞に
選ばれました。 優秀賞は小学生部門では川之江小学校の藤川那
実さん、高校生部門では土居高校の渡邊伶奈さん、そして審査員
特別賞は土居高校の合田琴音さんでした。仮装コンテスト子供部
門の優勝者はゾンビプリンセス、そして大人の部門はマトリョーシ
カ人形でした！みなさんおめでとうございました。また、当日準備や
運営をお手伝いいただいた５０人のボランティアスタッフの皆さん
もありがとうございました！来年のハロウィンパーティも楽しみに！



9月4日から10月16日までショーン先生が全6回
の初心者英会話教室を行いました。みなさんは       
ショーン先生の言うことに集中して聞き、英語で話
したり簡単な文法も勉強したりしました。今回のテ
ーマは自己紹介、挨拶、そして国籍についてでした。

最後のレッスンではポットラックを行い、みなさんが
持ってきた色んな食べ物を食べました。今回は、タイ
料理をはじめ、アメリカのマック&チーズ、サンドイッ
チ、栗ごはんなど話しながら美味しく食べました！次
の初心者英会話レッスンを楽しみにしています！

Hello!

9月10日から10月15日までNEWS英会話を行
いました。CIRのルシアといろんな世界の新聞記
事を読んだり小さいグループで議論したりしまし
た。新しい単語も記事の中で読んで理解を深め
ることができました。

今回は「新しいニュージーランド国旗」・「火星に
行くための訓練」・「30000ft上空で飛行機の非
常用ドアをトイレドアと間違って開けようとした」
・「ハッジ巡礼で７00人圧死」などの記事をとり
あげ楽しみながら、知らなかったことについて勉
強しました。

イベントフラッシュ

I am from...

11月4日（水）ニュージーランド（オークランド）に行く中学生派遣者達が出発式に
参加しました。この日には生徒達は改めて市長をはじめ、来賓の方々、学校関係者、
家族に向け決意を発表し、２ヶ月間事前研修で一生懸命練習したパフォーマンス
も披露しました。

中学生派遣者達と引率者達は11月9日（月）、ニュージーランドに出発して 　　  
11月20日（金）に帰国しました。みなさんの、ニュージーランドでの体験は次号で紹
介します！

Welcome back!
（おかえりなさい！いい旅になったかな−！）

How are you?

右、左、右、左

up...up!Down!



第２回しこちゅ〜国際交流フェスタを行います！色んな
国のブースで食べ物を味わい（販売はしません）文化を
体験し、各ブースを回ってスタンプラリーも楽しみましょ
う！そして、今年もポットラックをするので食べ物を持っ
て来てください。また、今年は日本の伝統踊り「盆踊り」
も行う予定です。その他、いろいろなイベントを考えてい
るので一緒に世界の文化を楽しみましょう！

日 程 ： １月31日（日）
時 間 ： 13:30~16:00（受付：13：00〜）
場 所 ： 福祉会館4階　多目的ホール
対 象 ： 興味がある人ならだれでもOK!
参加費： 無料

 ※フェスタはポットラックなので食べ物を１品持ってき
て下さい！

イベント情報

ショーン先生とたくさん英語で話して楽しく英語を勉
強しませんか？実際に使う英語を学びます！

日 程 ： 1月22日~2月26日 （毎週金曜日）(全6回）
時 間 ： 19:00~20:00
場 所 ： 保健センター1階　
講 師 : ショーン・ソルバーグ
定 員 ： 20名
参加費： 2000円（会員）／4000円（一般）
教科書代： 3000円

世界の料理を作ってみましょう！今回はタイ料理教室を行います。
タイやタイの料理に興味がある方、参加してみませんか？なお、今
回は男女共同参画についてのお話も聞くことができます。

日 程 ： 1月23日 (土）
時 間 ： 11:00~14:00
場 所 ： 保健センター2階　栄養指導室
講 師 ： 川上ナッタガモンさん
定 員 ： 30名
参加費： 500円（会員）／1000円（一般）
申込締切： 1月8日（金）



A.L.Tざつだん

ALTざつだん

日本で一番びっくりしたことは？
Michael: 日本ではお笑い文化が根付いていることがび
っくりした。たくさんのバラエティショーやコメディアンが
います。今はやってるギャグも知ってるよ。
Steven:私にとっては【残業】です。アメリカも一生懸命働
きますけどみんな退社時間はちゃんと守ります。
Vance:私がお願いしていないけど、手伝ってくれる事に
びっくりした。日本人はみんな優しいよ！
Gavin:日本の制度や手続きなどの多さ。例えば、一番驚
いたのは「車検」だ。アメリカでは車検は州によって違う
けど普通は6000円を超えない。この金額の差は恐ろし
く膨大だ。
David:ゴミを分類するのが一番大変で驚いた。アメリカ
ではリサイクルができるかできないかに分類するからあ
まり難しくない。
Ryan: 私はお客さんに対する礼儀にびっくりしました。
そして、コンビニのことも驚きました。その理由は、たくさ
んの必要な物が買えるからです。さらにおどろいたことは
飛行機のチケットも買えますね！

四国中央市のおすすめスポットは？
M: 「Tranquilo Cafe」です！本当に美味しいタコス
や飲み物を売ってるから！
S:私は新宮にある「霧の森」が大好き！「茶フェ」と言
うところは美味しい食べ物を売ってるし温泉もいい
しそして夏になったら川で泳ぐのが楽しいですよ。
V:四国中央市にあるラーメン屋全部！
G:私も「霧の森」そして、川之江への帰り道にある曲
がりくねった山道路。
D:私はラーメン屋だけど特に三島フジの辺にある「
せんばやし」は私が食べたラーメンの中で一番だ！
R: 土居のやまじ風公園が私のおすすめスポットで
す。ジョギングもできるしとてものどかでゆっくりす
ることができます。

休みの日には何をする？
M: 私はいろいろします！合気道、弓道、ビデオゲー
ム、国内旅行、飲み会に行くこと、カラオケ、マージャン
ゲームなどをする！
S:家でゲームします。特に「逆転裁判」と言うゲームを
するのが一番好き！
V:ジムで運動したり家でのんびりする。
G:テレビを見たり本を読んだりビデオゲームをしたり
新居浜、西条、東京に行く。
D:ジョギングしたりジムに行ったりビデオゲームもし
たり友達に会ったりする。
R: コンピュータゲームをしたり運動をしたりします。

好きな日本語の言葉は何？
M: 私は「適当」を英語の文で使うのが好き。
S: 「替え玉」！！ラーメンを食べると私は幸せ
になる。特にラーメン屋で「替え玉」があると
私の幸せのレベルが２倍になるよ！
V: 「心」。いろんな感情を表現することができ
るから。例えば、「心が痛い」や「心がドキドキ
する」など。
G:私の好きな日本語言葉は「敬天愛人」の四
字熟語です。この四字熟語は私が世の中とど
う関わっていくべきかを考えるときの感情を
良く表現しています。
D:「幸福」です。私は自分が幸せになるために
頑張るだけでなく、私の周りにいる人達の幸
せのためにも頑張ります。私が初めて学んだ
言葉が「幸福」でした。
R:  「とりあえず」と「根性」は私の好きな日本
語の言葉です。「とりあえず」は便利だし「根
性」は人のいい特徴を表していると思います。

今回のSIFA Timesでは市のCIRルシアがALT6人にインタビ
ューをしてALTたちの好きな物や自由時間になにをするかに
ついて調べてみました！ALTたちは何が好きなんだろう〜
楽しんで読んで下さい！

Michael

Steven

David

Gavin

Vance

Ryan

う〜まい！
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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

日本にはない世界の祝日
世界的に（特にニュージーランド、オーストラリア、カナダ、アメ
リカそしてイギリスで）有名な「St Patricks Day」はアイルラ
ンドから始まった祝日で3月17日に祝います。この日にはビー
ルを飲んだり音楽を弾いたり英語版川柳（Limericks)を書
いたり各国で盛大なパレードが行われます。

紀元はSaint Patrickと言う宣教師の命日です。アイルランド
の住民にキリスト教を広めました。

「独立記念日」はニューイングランドの人たちがイギリスか
ら独立してアメリカという国が誕生した7月4日です。この日
にはアメリカの国旗を家の前で揚げたり、各地で花火をした
り、パレードをしたりなどいろんなイベントが開催されます。
また、バーベキューやピックニックも行います。

そして、アメリカの国民は独立した事と、独立するために戦っ
た人達に感謝する気持ちをこのイベントで表現します。

ニュージーランドでは12月26日に「Boxing Day」と言う祝
日があります。この日にはデパートでは大きなセールが行な
われ駐車する場所が全然なくなるほど大勢の人がデパート
に集まります。他にはこの日に家族とピックニックしたりお友
達と遊んだりします。

Boxing Dayの由来はイギリスからです。イギリスでは勤労者
にボーナス、残った食べ物、使った服などを箱に入れて渡し
たと言われ、「箱の日」になりました。

「Tet Holiday」はベトナムの新年のお祝いです。ベトナムの
新年は旧暦を使うので年によって新年の日付が変わります。
この日には家族が全員集まって今からのことを祈ったり子供
たちは赤い封筒に入っているお金をもらったりします。

この日にしてはいけない事は掃除する事です。ベトナムの人
たちは新年に掃除をすると運がなくなるといわれているため
掃除はその前に行います。

SALE
BOXING DAY

ルシア’sブログ
CIRのルシアがブログを始めました！しこちゅ〜の冒険ストーリー、
ニュージーランドと日本文化の話、新しく学んだ面白い日本語フレ
ーズ、ルシアのおすすめするグルメスポットなどについて書いてい
ます！時々ニュージーランドの話もします！
 
リンクはlollypen.tumblr.comまたは、ホームページのCIR Blogから
も見られます。


