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新CIR紹介
　初めまして、新しい国際交流員のダニエル・クルーズです。アメリカ西海岸の
オレゴン州ポートランド市出身です。ポートランドについて聞いたことがありま
すか？最近地ビールの発展が盛んで、リラックスした雰囲気で日本でも知られて
きています。小学校時代から少しずつ日本語を学び、兵庫県や沖
縄県石垣島でホームステイをしたことがあります。三年前に太平
洋を渡って東北の気仙地方に参りました。東日本大震災にも関心
を持ち、復興を応援しました。
 
　小学校から合唱が好きで、岩手でも地元の「気仙第九が歌う会」
や「住田バーバショップコーラス」、「釜石クリスマス合唱団」に

参加させていただきました。合唱すれば友達ができ世界が広がります。音楽は世
界共通言語だと信じています。日本の演歌や詩吟にも興味があります。
 
　他の趣味は水泳や硬式テニスです。将来トライアスロンやハーフマラソンをチャレンジして、
ギターやピアノも教わる夢もあります。

 
　旅行が大好きで西日本に住んで働くことは初めてですが大冒険だと思っ
てとても楽しみにしています。気軽に色々話したり、チャレンジしたり視
野を共に広げましょう。
 
Hello everyone, allow me to introduce myself. My 
name is Daniel Cruse and I will be the new Coordinator 

for International Relations. I’m from Portland, Oregon on the west coast of 
the United States. Have you heard about Portland? Recently it has become 
known for its thriving craft beer culture and relaxed atmosphere. From 
elementary school I learned some Japanese, and I also had the chance to 

homestay in Hyogo and on Ishigaki island in Okinawa. Three 
years ago I crossed the Pacific and moved to the Goishi coast 
in the Kesen region of northern Honshu. I have a great inter-
est in the recovery from the Great East Japan Earthquake and Tsunami.
 
I have enjoyed choir since elementary school. In Iwate I joined choirs such 
as ‘the Kesen Beethoven’s ninth choir,’‘the Sumita Barbershop Chorus’ and 
a Kamaishi Christmas chorus.  When you join a choir, you make friends and 
expand your horizons. I believe that music is a universal language. I also 
have an interest in Japanese music like enka and shigin.
 

My other interests include swimming and tennis. In the future I hope to 
try a triathalon, a half-marathon and study the guitar and piano.
 
I love to travel. This will be my first time living and working in Western 
Japan, but I’m very excited and am looking forward to an adventure. 

Let’s expand our horizons together.

ダニエルさん、これからよろしくお願いします！



News Flash

英語教室（初級）①
　５月１７日〜６月２８日の間の金曜日に市役所市民交流棟で英語教室（初級）①を行いました。 
１３名の人が参加してくれ、皆さんは文法を聞いた後、ワークシートを使って学びました。最後にペア
になって、習った文法を使った英会話に挑戦しました。皆さんはとても楽しそうに英語で話して、間違
えても伝えたいことを伝えようとする姿が素晴らしいと思いました。次回の英語教室（初級）②でも、
今までのように頑張ってほしいです。

NEWS 英会話①
　5 月１６日〜６月２７日の間の木曜日に市役所市民交流棟で NEWS 英会話①を行いました。１３名
の人が参加し、3 つのグループに分かれて新元号やストレス解消法等の記事を読んで、テーマにそっ
てディスカッションをしました。私もちょこちょこグループに入り、一緒にディスカッションに参加して、
毎回あっという間に 1 時間が終わりました。みなさんと意見交換をして、国際交流ができたと思います。
今度の NEWS 英会話も楽しみにしてくださいね！

キッズ英会話〜 :Ei-GO! 〜
　６月２９日（土）に福祉会館でキッズ英会話〜 Ei-GO! 〜を行いました。３５名の人が参加し、英
会話、外国の手遊び等を体験しました。手遊び大会で人気だったのがニュージーランドマオリ族の「ク
ラッピングゲーム」でした。ブース巡りのときに、みなさんが頑張ってほしいものを英語で話し、全員
がスタンプを集めることができ、最後に景品と交換できました。またキッズ英会話を実施するときは、
ぜひぜひ来てくださいね。

CIR 学校派遣
　令和元年度初めての学校派遣が５月２２日から７月 12 日にかけて行われました。幼稚園や小学校
１４校を訪れました。みんなでロンドン橋やビンゴーなどの歌を歌ったり、私もアイルランドでよくやっ
た遊びを楽みました！昨年度も訪問した学校が多く、アイルランドのことを覚えてくれている子も多かっ
たのでとても嬉しかったです。これからは、新しい国際交流員が訪問しますので、楽しみにしてね！

キッズ英会話 ~：Ei-GO! ~　　　ジュースバー・キャンディショップ・文房具屋さん

アメリカ南部料理教室
　６月２６日（水）に保健センターでアメリカ南部料理教室を行いました。今回は市 ALT のギャヴィ
ンとその家族が講師となって、アメリカ南部要理の「ビスケット＆グレイビー」や「フライドオクラ」、「グ
リーンビーンキャッセロール」をみんなで作りました．２７名の参加者は講師達にいろんな質問を聞き
ながら料理をしました。できた料理はとてもおいしくて、日本人の口にあう、また家 \ で作ってみたい
というようなコメントが出ました。市 ALT ギャヴィンの最後のイベントでだったので、四国中央市の
いい思い出になったのではないかと思います。

  　NEWS 英会話① 　　　  英語教室（初級）①    　   アメリカ南部料理教室



　皆さん、こんにちは。ギャヴィンと申します。五年間も四国中央市の市民として生きてきたこと
が光栄でした。
　最初にこの市に着任することになってから、四国はどのような所なのか楽しみでした。松山空港
から高速道路を使って、四国中央市に戻っているときの思いは今でもよく覚えています。一つの風
景でこんなに山と海が同時に見えるのがとても印象的でした。
　初めの数週間が慣れるのに少し苦労しました。私は特に工場からの匂いに敏感でしたね。でも、
大丈夫でした。私の生徒と同僚の先生方が感謝してもしきれないくらいい、いい人ばかりで、恵ま
れているなぁと感じています。卒業生と転任した先生方に会えなくなったことも寂しく思います。
　私のお気に入りの四文字熟語の一つは『一期一会』です。一つ一つの出会いが最初で最後になる
可能性を受け入れて、行動する思いがここ数年、四国中央市で何度も実感しました。この町で、数
え切れない、そして、かけがえのない絆と一緒に経験した思い出は今の自分を形づくりました。山
の奥に潜んでいるお寺、新宮の温泉、四国中央市国際交流協会のイベント、毎年秋祭りで上町太鼓
台をかけたことなどは一生忘れられません。
　これからどこへ向かうかは分かりませんが、四国中央市で頂いたことをどこに行っても活かした
いと思っています。四国中央市の皆さん、大変ありがとうございました。

Hello, everyone. I am Gavin. And I have had the honor of being able to be a part of Shikokuchuo for five years. 
When I first accepted this position here, I was eager to see what Shikoku was like. I still remember driving back 
from the aiport in Matsuyama along the highway and being very impressed by the fact that I could see both 
mountains and ocean in the same view.

The first few weeks here took some time to adjust. I was particularly sensitive to the smells in the air from the 
factories, but it was all right. I am still grateful for being blessed with some of the best students and collegues a 
teacher could ever ask for. I already miss many of my former students who have already graduated and many of 
the teachers who have moved on to different positions.

One of my favorite Japanese phrases that still echoes in my mind almost every day is, “Ichigo Ichie.” The idea 
is that one should treat every encounter one has as if it were the last and only time it would ever occur. These 
past five years here has made me feel this more than I ever have before. The sheer number of people that I’ve 
met here during this time and the experiences we shared together are irreplaceable and have shaped  the person 
I have become. I will forever remember the temples hidden deep in the mountain, the hot springs in Shingu, the 
numerous SIFA events, carrying the Kanmachi Drum Cart every year for the Fall Festival, and so many more.

Although I still don’t know where I will be after this, I plan to take every bit of what I have recieved here in 
Shikokuchuo and use it to the fullest wherever I go. Thank you to everyone here in Shikokucho City.

さよなら！（その１）



　皆さん、こんにちは！
　心に残る四国中央市での 3 年間の後、ここでの時間が終わり、カナダに帰ることになりました！今まで助けてくださっ
た方々、ありがとうございました。この市で素敵な時間を過ごしました。愛媛が大好きです！ここの人 と々こんなに大切
な繋がりができるとは思わなかったが、一生の友達ができて嬉しいです。帰るのがとても複雑な気持ちになります。な
ぜかというと、コミュニティに入って、ランニング部に参加して、生け花も学んで、忘れられない経験がいくつかもあり
ました。
　四国中央市での一番好きな場所は新池です。2 年以上あそこで走ったりして、たくさんの時間を過ごしました．一番
好きなレストランは川之江の窯焼き鳥本舗です。そこでたくさんの思い出を作りました。覚えているものも、覚えていな
いものも！新宮小中学校では、生徒や教員と一緒にいろんな素晴らしいことを経験する機会を与えられました。お茶摘
み、大きな槌でのもち作り（！）、イチゴ狩りなどを含めたいろんな楽しい経験！この経験にとても感謝しています。四
国中央市で過ごしたことを振り返ってみると笑顔になるでしょう（寂しくて泣いてしまうかも）！無条件な親切さで私と
触れてくださった方々や地球の反対側でも我が家のように自分らしくいさせてくれた方々に非常に感謝しています。全て
のことに感謝しています。いつか戻ってくるので、また会いましょう！ブレーデンより 

Hello Everyone!
After three memorable years in Shikokuchuo-shi, my time here has come to an end and I will be going back to Can-
ada! Thank you to everyone who has helped me along the way. I have had some really great times in this city. I really 
love Ehime! I never thought that I’d make such special connections with people here but I’m happy to have made 
friends that I’ll have for the rest of my life. Leaving is very bittersweet because I got involved in the community, joined 
a running club, took ikebana lessons, and had many unforgettable experiences.
My favourite place in Shikokuchuo is Shin-ike, I have spent a lot of time running there over the past 2+ years. My 
favourite restaurant is Kamayakitori Honpo in Kawanoe, where I made many memories, some that I can remember 
and some that I cannot! At Shingu school, I had the opportunity to do many wonderful things with my students and 
colleagues. I went tea picking, made mochi with a huge wooden hammer (!), went strawberry picking, among many 
other cool experiences!
I’m so grateful for this experience and when I look back at my time in Shikokuchuo-shi, I’ll smile (and maybe cry!) 
I am most thankful to the people I’ve met who have treated me with unconditional kindness and to those who have 
made me feel at home halfway across the world. Thank you for everything. I’ll be coming back one day so let’s meet 
again! 
Love, Braden

　四国中央市の皆様、一年間お世話になりました。
　短い間でしたが、皆様のおもてなしを忘れず、ここで学んだことを活かして、アイルランドに帰りたいと思います。
四国中央市の思い出は中曽根道院で少林寺拳法の修行を頑張って過ごした時間です。SIFA の英語カフェイベント
では市民と交流ができてよかったです。一年間ありがとうございました。チェルシー
To everyone in Shikokuchuo City, thank you for having me here. It was a short while, but I’ll never forget 
how I was treated and I’ll be sure to make use of the lessons I learned here when I go home to Ireland. A 
memory I have of Shikokuchuo City is the time I spent practising Shorinji Kempo at Nakazone Doin. I’m 
glad that I could interact with residents at the SIFA English Cafe events. Thank you for this year. Chelsea

さよなら！（その２）



Event Info
英語カフェ②（※高校生限定）

　コーヒーなどを飲みながら英語のネイティブと
英会話をしてみませんか？自分の英語力を試して
みたい方、英語のスピーキングやリスニングを練
習して鍛えたい方、市内の外国人と交流したい方、
是非来てください。
今回は高校生限定になっています。

日程：9 月２９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：ダニエル・クルーズ（市 CIR）、市 ALT
対象：高校生のみ
参加費：200 円（会員）、500 円（一般）
締切：9 月 26 日（木）

英語教室（初級）②
　新しい国際交流員ダニエルクルーズが今度の英語
教室（初級）②を行います。テキストを使って基礎
を勉強し、習った内容を英語で話しましょう！

日程：9 月１３日、２０日、２７日
　　　１０月４日、１１日、１８日
　　　毎週金曜日（全６回）
時間：10:00 〜 11:30
場所：市役所庁舎棟３階会議室 301
　　　（９/13、27）
　　　市役所市民交流棟２階会議室 2
　　　（9/20、10/4、11、18）
定員：20 名
講師：ダニエル・クルーズ（市 CIR）
対象：初心者
参加費：3,000 円（会員）、6,000 円（一般）
テキスト代：3,000 円
締切：8 月 30 日（金）

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

地域振興課国際交流係　山川 • 上田 • 水本
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

日本語指導ボランティア養成講座
　ボランティアで外国人に日本語や日本文化を教えてみませんか？

日程：９月２８日、１０月５日、１０月 12 日、１０月２６日、１１月 2 日
　　　毎週土曜日　（１０月１９日を除く）
時間：10:00 〜 11:30
場所：市役所市民交流棟２階会議室
定員：３０名
講師：香川大学教育学部教授　山下直子さん、轟木靖子さん、
　　　香川大学大学院教育学研究科修了生　平田史織さん
対象：日本語ボランティアに興味のある方、講座に 3 回以上参加できる方
参加費：無料
締切：９月２０日（金）


