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E S L S
　5月 29日（土）、佐賀市で開かれた「第 62回
外国人による日本語弁論大会」に出場しました。
友達 2人と車とフェリーで会場の佐賀県まで行
きました。12人の参加者は 10ヵ国の出身でし
た：ボリビア、中国、コートジボワール、イン
ドネシア、韓国、マレーシア、モンゴル、ルワ
ンダ、南アフリカ、アメリカ。１２人のスピー
チを聞いて世界の色々な視野、経験、考え方を
聞いてみて下さい。自分のスピーチも自己ベス
トを尽くせて満足できました。
  SIFA ブログでもYoutube でも私のスピーチ
「合唱で広がる和」の動画を見ることができます。
興味がある方はどうぞご覧になって下さい。

　6月 18日（金）、初めての SIFAオンライン
英会話が Zoomで行われました。1対１で英会
話して、あっという間に 30分が過ぎました。
またこの事業を続けますので、会員さんはお気
軽に申し込んでみて下さい。
 オンライン英会話は火～金の 9：00～ 17：00
の間お好きな時間でうけられます。メールでお
申し込み下さい。

オンライン英会話

　7月 13日（火）、中曽根公民館のミセスあじ
さいセミナーの講師派遣で講演をしました。2
年ぶりにこのセミナーに参加し、出身のアメリ
カオレゴン州ポートランド市、世界の食文化、
アメリカの世界遺産などについて一時間話しま
した。最後に 5月の 外国人による日本語弁論
大会の内容をスライドと合わせて発表しまし
た。本格的なアメリカの家庭で使われている大
きな綿棒も皆さんに見せました。皆さん真剣に
聞いていただきありがとうございました。

ミセスあじさいセミナー

　7月 18日（日）、市民交流棟 2階会議室で英
語カフェ②が行われました。2年ぶりの学生限定
英語カフェで、今回は中学生 7人高校生２人外
国人 3人が参加しました。生徒さんは緊張して
いましたが、90分頑張りました。
　ジェイソンとアンドリュー、ありがとうござ
います。そして生徒さんの今後の SIFAイベント
のご参加をおまちしています。

英語カフェ②

 ワクチンの接種券（せっしゅけん）は 8/ ２に送（おく）る予定です。
接種券（せっしゅけん）は大事（だいじ）です。捨（す）てないでください！
仕事場（しごとば）で注射（ちゅうしゃ）するひとは会社（かいしゃ）の人（ひと）に聞（き）いてく
ださい。

 ワクチンの予診票（よしんひょう）やワクチンの説明書（せつめいしょ）はいろいろなことばであります。
参考（さんこう）にしてください。（English・Vietnamese・簡体字・Tagalog・Indonesia　など）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html

 ホームページやインターネットでの予約（よやく）サイトはページの右上（みぎうえ）の
ボタンからいろいろなことばに変（か）えられます。
右のQRコードは市のやさしい日本語のページです。

新型コロナウイルスワクチン接種について

ニュースフラッシュ•コロナワクチン接種の案内
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Event Info
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から変更となる場合があります。
※マスクの着用と手指の消毒にご協力お願いします。

　絵本で英語を体験しよう！体をうごかして歌、
読み聞かせを楽むイベントです。

日程：８月２９日（日）　　　　　　
時間：１４：００～１５：００
対象：３歳～小学校 3年生
場所：三島図書館　２階
講師：市国際交流員：ダニエル •クルーズ
定員：５組程度
参加費：無料
締切；８月２６日（木）

読み聞かせ
「レッツ・リード・イングリッシュ」

　カジュアルな英語サロンが川之江地区、土居地
区で開催します。近くの方、参加をお待ちしてい
ます！

日程：８月２６日（木）–　
　　　　川之江ふれあい交流センター ,　会議室１
　　　9月 8日　（水）–　
　　　　ユーホール ,　音楽練習室
時間：14：15～ 14：50
定員：各 4名
講師：ダニエル •クルーズ（市CIR)
対象： 初級～上級　(高校生以上 )（会員限定）
参加費：無料
締切：  川之江ふれあいセンター 8月 23日（月 )
　　　 ユーホール　　　　　　 9月３日 （金）

SIFA英語サロン

　8年ぶりに英文学講座を行います！今回の講師
は大学で日本語と英文学を勉強したジェイソン・
ロックウッドです。一緒に分かりやすい短編をちょ
こっと読んで、話し合おう。

日程：9月 16日・30日、10月 14日、2１日、
　　　11月 11日　（毎回木曜日）全５回
時間：　19：３0～ 20：３0
場所： しこちゅ～ホール　和室（座いすあります。）
講師：　ジェイソン・ロックウッド
定員：　12名　（最少催行人数 5名）
対象：　中級～
参加費：2,000 円（会員）
　　　　4,000 円（一般）
締切：　９月１０日（金）

　　　SIFAブッククラブ

英語カフェ③

カジュアルな雰囲気で外国人と会話してみま
せんか？リラックスしながら英語のリスニン
グ、スピーキング、話す自信を鍛えよう！

日程：  9 月 1２日（日）
時間：  15：00 ～ 16：30
場所：  市民交流棟２階
定員：  12 名
講師：  ダニエル •クルーズ（市CIR)、
        市 ALT、市在住英語話者
対象：   初級～上級　(高校生以上 )
参加費：300 円（会員）、600 円（一般）
締切：   ９月８日（水）

イベント情報



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　山川•仁野•クルーズ
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。

  It truly has been a fantastic two years here in 
Shikokuchuo. Moving to this city has been one of the 
most exciting, challenging, and moving experiences of 
my life. Although the impact of COVID19 made it 
difficult to travel, I had the pleasure of exploring the four 
prefectures of Shikoku. I feel lucky to have visited so 
many beautiful places and tried delicious local foods. I 
was also able to improve my Japanese ability and enjoy 
new hobbies like camping and cooking. Attending
Ikebana classes is also a big highlight of my time here. I 
am so thankful for the kind, generous people here that 
have supported me and made me feel like a member of 
the community. Shikokuchuo has become my second 
home. As I move on to the next part of my life, I will 
really miss the students and teachers at my three 
elementary schools, as well as the wonderful friends I’ve 
made here. 

 四国中央市で素晴らしい 2年間を過ごしました。この町に引っ越してきて、刺激をう
けて、色々経験と挑戦ができました。コロナの影響で旅行はあまりできませんでしたが、
四国の 4県を観光できました。色々な美味しい食べ物、美しい場所をまわることができ
ました。日本語能力も伸びて、料理やキャンプの趣味を楽しむこともできました。親切
な方々が私を迎えて支えてくれて、 コミュ二ティ

  Upon returning to the US, I will be starting law school in California in order to become a lawyer. One 
day, I hope I can return to Japan for the long term. I will never forget the memories I have made here, and I’m 
looking forward to visiting again!

の一員になったと思います。 私の第２のおう
ちはここだと思います。前に進みますが、ここ
でできた友達、訪問した小学校 3校の教員と生
徒を懐かしく思います。
 アメリカに帰ったら大学院で弁護士の資格を
取ります。また日本で住みたいです。この町で
できた思い出を忘れることはなく、また遊びに
来ることが楽しみに思います。 シドニー

Goodbye, Sydney


