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News Flash

２ ニュースフラッシュ

　11 月 19 日（金）、金生第一小
学校を訪問しました。1年生と2
年生と授業をして、アメリカの自
然・キャラクター・食べ物・遊び
などについて発表しながら歌った
り踊ったりしました。

　11 月 27 日（土）、四国中央市消防防災センター
１階の防災学習コーナー及び救急研究室で外国
人向け防災研修が行われました。6カ国出身の参
加者が胸骨圧迫、地震体験、消火体験、煙体験
などをして、消防士や警察官に質問を沢山しなが
ら参加者が日本の法律や災害について色々学びま
した。

　11 月 26 日（火）、寒川小学校を
訪問しました。1,2 年生のそれぞれ
の松組竹組を訪問して、明るい生徒
さんに発表しました。
　１年ぶりの美味しい給食も2年松
組　組と一緒に食べました。

 CIR 派遣

　10 月 21 日から11 月 25 日まで、市民交流棟で
英語教室（初級）②が行われました。今回も新
規メンバー、継続メンバーを迎え、英語しりとり
等のゲーム、会話や単語の練習をして時間を楽し
く過ごしました。毎日の予定、町案内、アメリカ
や海外の冬の祝日についても話しました。
皆さんとの来年度の再会を楽しみにお待ちしてい
ます。

　12 月 5 日（日）、川之江ふれあい交流センター
調理室でお菓子の家を作りました。
　12 組の 31 名が参加して、グラハムクラッカー、
アイシング、飴を使って可愛い小屋を組み立てま
した。家を作ってからクリスマスツリー飾り、雪結
晶作り、クリスマス曲も楽しみました。
　来年また作りましょう。

　12 月 9 日（木）と14 日（火）、英語サロンを2
回行いました。場所は川之江ふれあい交流センター
と市民交流棟でした。久しぶりに会った英語中級
者の会員さんや去年の英語教室（初級）に参加し
た会員さんと幅広いお話ができ、時間があっという
間で過ぎてしまいました。皆さんの今後のイベント
のご参加をお待ちしています。

英語サロンお菓子の家を作ろう

外国人向け防災研修
英語教室（初級）②



Event  Info

イベント情報 ３

※状況により、イベントの中止や変更する場合があります。
※マスクの着用など、感染症予防対策をお願いします。

　外国の人気ゲームを外国人と楽しもう。ドミノ―
ゲーム、豚さいころゲーム等色々準備します。ルー
ルが分かりやすく、英語が苦手な方も参加できます。
（英語を練習したい人ももちろん大歓迎です。）

日程：４月１７日（日）
場所：市民交流棟 2階会議室
時間：15：00 ～ 16：30
参加費：200 円（会員）、500 円（一般）
活動指導者：クルーズ・ダニエル（市 CIR、）市
ALT、市在住の外国人
定員：20 名
対象：市内在住者の人（小学生以下は保護者同伴）
締め切り：４月 11 日（月）

　オンライン英会話月～金 9：00 ～ 16：45の間に
しています。希望日時を事務局へお伝え下さい。ご
参加お待ちしています。

Let’ s talk!
　1 年ぶりの NEWS 英会話を行います。世界のおも
しろい出来事について、気軽な雰囲気で話そう。①、
②両方申し込みできます。一方のみの参加も可能で
す。
　毎回こられなくても参加は可能です。

日程：① 3月 17 日、24 日、31 日
　　　② 4月 ７日、14 日、21 日　（全 3回木曜日）
時間：19：00 ～ 20：00
場所：市民交流棟　2階会議室
講師：クルーズ・ダニエル（市 CIR）
定員：８人
対象：中級～（高校生以上）
参加費：1,000 円（会員）、2,000 円（一般）
申込締切：① 3月 14 日（月）
　　　　　② 4月 １日 （金）

　カジュアルな英語サロンを川之江と三島で開催
します。近くの方、参加をお待ちしています。

日程：3月 29 日　川之江ふれあい交流センター
　　　3月 30 日　市民交流棟 1階多目的室
時間：10：30 ～ 11：05
定員：4名
講師：クルーズ・ダニエル（市 CIR）
対象：初級～上級
参加費：無料
締め切り：3月 25 日（金）

世界のゲーム交流会 NEWS英会話

英語サロン（会員限定）



新型コロナウイルスワ感染症の情報

ダニエルからひとこと 隔離日記

４ 隔離日記＆コロナ感染症の情報

　私は 12 月 16 日に 2年ぶりに里帰りしました。出発前パスポート、荷物、
航空券以外に初めてワクチン接種証明書を作って貰い、PCR 検査もしました。
　

　感染（かんせん）に不安（ふあん）がある人（ひと）は２月２８日まで、新型（しんがた）コロナウイル
ス感染症（かんせんしょう）の検査（けんさ）が無料（むりょう）でできます。県外（けんがい）へ行（い）っ
た人（ひと）や、知（し）らない人（ひと）がたくさん参加（さんか）する場所（ばしょ）へ行（い）っ
たなど、感染（かんせん）リスクの高（たか）いところへ行（い）った人（ひと）は、積極的（せっきょく
てき）に利用（りよう）してください。
　ただし、受（う）けられるのは症状（しょうじょう）がない人（ひと）だけです。
　詳（くわ）しくは愛媛県（えひめけん）の HP を確認（かくにん）してください。
 https://www.pref.ehime.jp/h25500/covid/muryokensa.html

　前回のＳＩＦＡＴＩＭＥＳで２月２６日の国際交流フェスタのボランティアを募集し、実施を予告しておりま
したが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点より中止となりました。来年以降、また皆様と一緒
にフェスタが実施できるよう楽しみにしております。

　今回はハワイ経由で、ホノルルで乗り換えました。それ以降は
出身のオレゴン州と妻の親戚が住む北カリフォルニアでした。

　オレゴン州の西部は緯度が高いが例年雪があまりふらないにもかかわらず、今回
はとても寒いホワイトクリスマスでした。オレゴン海岸にも行き、そこにも雪が沢
山積もっていました。
　両親も高齢だから抗原検査を何回もやり、到着後の二日間は家
の中でもマスクを着用しました。友達と再会した時も野外で会い
ました。

　日本再入国後は色々検査や手続きし、携帯電話の入国者健康居所確認アプリを
ダウンロードしました。その後の 3日間は強制的な施設待機がありました。4日目の唾液検査の結果
は陰性で、空港から四国中央までマイカーで帰る許可を貰い、残りの隔離がマイアパートでした。
14 日の隔離予定でしたが、10 日目に隔離期間短縮のメッセージがきて、10 日間で強制隔離が終わり
ました。

　隔離中のすべての食事（28 食）の動画を取って、これから
ビデオ編集するつもりです。
　再入国できるかどうか不安に思いましたが、無事に行って
日本に戻ることができました。これからの世界旅行はこんな
感じになるのでしょうか。必要なのは慎重さと根気だと思い
ます。

国際交流フェスタの中止について



５航空の発生地

オハイオ州　航空の発生地
　ライト兄弟がオハイオ州デイトン市で初めての飛行機を作りました。
　アポロ 11 号の船長のニール・アームストロングはオハイオ州ワパコネタ市で生まれ、同州シンシ
ナティ市で亡くなりました。オハイオで生まれたら、必ずオハイオで亡くなるという冗談があります。
月面に降り立ったアームストロングもオハイオ州から逃げられませんでした。
　トーマス・エジソンもオハイオ州生まれです。

ロックの殿堂博物館：
エリー湖の岸辺のこの博物
館で色々なミュージシャン、
プロデューサー、サウンド
エンジニアのギターや衣装
が展示されている。頻繁に
コンサートや表彰式もある。

　シンシナティミュージアムセ
ンター：昔はユニオンターミナ
ル（鉄道駅）だった有名な博物館。
オハイオ州の文化や歴史を表す
ロトゥンダドーム壁画の他、世
界の色々な展示会も開催される。

　オハイオ川沿いの都会で舟遊び（特に伝統的なリバーボート）が人気。
ドイツ、イタリア、ポーランド文化に満ちている。

クリーブランド
　五大湖の一つ、エリー湖に面し、カナダと海上で国境がある、オハイオ州最大都市。 「スーパーマ
ン」や「ロック・アンド・ロール」の発祥地で、有名な植物園、3大スポーツチームある。

 オハイオ州の州都。多様性もあり、ジャーマン
ビレッジで本格的なお店やドイツ料理も味わえ
る。インタラクティブな産業科学博物館「COSI」
も広大でお勧め。

　アパラシア山脈に位置する独特な町。雰囲気
が芸術的でカフェや美術館もたくさんある。毎
年巨大なハロウィーンパーティーも行われる。

　1852 年に始まり、毎
年百万人が訪れるフィ
ンドレーマーケットは
人気の市場。

　ナショナル・アンダーグラウ
ンド・レイルロード・フリーダ
ムセンターは奴隷の解放と自由
をテーマにした博物館。

　ミュージックホールは
1878 年に開館し、コンサー
ト、バレー、講演の場所（ア
インシュタインもここで演
説した）。

シンシナティ

コロンバス
アセンズ



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。

１２月ミニクイズの答え

１）スペイン語を第１言語と使う人は
テキサス州民の何パーセント？　答え：３０％

２）今までテキサスはいくつの国に所属した
ことがある？　　　　　　　　　答え：６

　テキサスのチリと味が違い、コニー（ホットドッ
グ +こだわりのチリ）、３Way（スパゲッティ +

オハイオグルメ

　挽肉にオートミールとスパイスを混ぜて作るド
イツ系のソーセージ。朝は卵と一緒に食べ、昼夜
はサンドに入れ、お祭りでドーナツに挟むことも
あるみたい。世界で唯一つのゲッタ祭りはシンシ
ナティで毎年 8月に行われる。

　オハイオ州を代表するお気に入りのデザート。
オハイオ州の州樹のバックアイ木の実をモデルに
したお菓子で、ピーナツバターの玉に濃いチョコ
レートをつけてできあがり。専門店はオハイオ州
に多い。

　ドイツレストラン、クリスマス市場、ホフブロ
イハウス（ミュンヘン風のビアホール）で本格的
なドイツ料理を沢山食べられる。

オハイオの遊び場所

　キングズ アイランド (シンシナティ )
とシーダ―ポイント（クリーブランド）
　　　　　　　　は巨大なアミューズメ
　　　　　　　　ントパーク。世界的に
　　　　　　　　有名なローラーコース
　　　　　　　　ターがたくさん。

　この美しい公園は洞窟で有名。
キャンプ、乗馬、ハイキングなども
満喫できる。

Cincinatti-style chili
シンシナテイ風チリ

チリ＋たっぷりチェダーチーズ）や 5Way（３Way
＋豆＋たまねぎ）は大人気。シンシナティのチェー
ン店「スカイラインチリ」と「ゴールド・スター・
チリ」が有名。

Goetta ゲッタ

ドイツ料理 Buckeyes バックアイズ

ホッキング •ヒルズ州立公園：遊園地：


