
S I F A

13:00〜15:00
ランタン作り
しこちゅ〜ホール 

（受付開始：12:30〜）
参加費:
1000円　（一家族一個）

要予約（先着15組）

1６：00〜１８：00
しこちゅ〜ホール

（受付開始1４:30〜）
参加費（一人）:
＜予約＞　200円（SIFA会員）
　　　　　300円（一般）

＜当日＞　500円（SIFA会員）
　　　　　1000円（一般）

T I M E S
２０１９年
１０月ー１１月号



　８月26~27日の間、1泊２日でイングリッシュキャンプを行
いました。市内の中学３年生21人が参加してくれました。各
学校のALTたちと市の国際交流員(CIR)のダニエル•クルー
ズと一緒に６チームに分かれていろんな英語活動をして対決
しました。
    今回はエッグドロップリレー、バルーントス、ロブ•ザ•ネス
ト、アルファベットハント、フリップカップ、英語カルタなどをし
ました。今年もアメリカのキャンプでよく食べるスモア（グラハ
ムクラッカーにチョコレートと焼いたマシュマロを挟んで食べ
るお菓子）を体験することができました。その他にアメリカの
ハンバーガーやホットドッグ、シリアルを美味しく食べました！
    生徒たちは2日間英語で話すだけではなく、海外の文化
を学んだり新しい友達を作ることができ、とても楽しくて有意
義な時間を過ごしました。今年の優勝者は「グリーン•マシー
ン」チームでした！おめでとうございます！来年のイングリッシ
ュキャンプもお楽しみに！
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外国人向け防災研修会
　９月８日（日）に消防防災センタ
ーで外国人向け防災研修会を行
いました。ベトナム、フィリピン、中
国、米国の４ヵ国の市内在住外国
人５１人が参加し、色 な々防災活
動を体験しました。
　最初に消防士が指導してくれた
のは胸骨圧迫とAEDの使い方で
した。６人グループに分かれて、人
形を使って体験しました。その後、
起震車による地震体験、煙体験、
消火器の練習、瓦礫救助体験、防
災シアターの映像体験をして、消
防車の説明も聞きました。最後に
参加者は多言語の防災カードに
自分の情報を記入し、テレビイン
タビューも行われました。

中学生海外派遣事業
結団式・説明会

ニュースフラッシュ

see you at th
e 

haunted house

　9月２５日（水）に福祉会館4階
で第１４回中学生海外派遣事業
の結団式と説明会を行いました。
今年は、市内6中学校の生徒18名
が、11月２４日〜1２月４日の11日
間ニュージーランド北島のオレワ
校で学校交流やホームステイを体
験します。
　１０月２日（水）からは２ヶ月にわ
たる事前研修を行います。事前研
修では英会話、パフォーマンスの
準備、ニュージーランドについて学
び、様 な々準備をします。

CIR派遣
　８月３０日と９月10日にCIR派
遣が行われました。
　８月に市民会館川之江会館で
小学3〜4年生９人と一緒に英語
のゲームをしてアメリカ西海岸の
歴史、オレゴン州の名所と文化に
ついて話しました。小学校夏休み
の最終日に元気な９人に会うこと
ができて嬉しかったです。
　そして、9月に中曽根公民館で
講演しました。今回の内容もアメリ
カ大陸西側の開拓の歴史、世界
地理、音楽等でした。中曽根町の
優しい人 に々会えてよかったです。

Chinook people 
were some of 
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Oregonians 



イベント情報

イベントの申し込み方法
TEL: 　(0896)28-6014
EMAIL:　sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp
WEB: 　www.sifaweb.org/contact

日 程 ： 1 0 月 2 6 日（ 土 ）
時 間 ： 9 : 0 0 〜 2 0 : 0 0
※短時間のお手伝いも大歓迎。
※昼食を準備します。
場 所 ：し こ ち ゅ 〜 ホ ー ル
　 　 小 ホ ー ル 、エ ン ト ラ ン ス ホ ー ル
対 象 ： 高 校 生 以 上
※市内の高校に通学している高校生は高校を通じて
申込をお願いします。
服装：動きやすい格好•ハロウィンの仮装
活動内容：会場準備、受付、イベント運営、片付け
締め切り：１０月１５日（火）

ハロウィーンパーティー
ボランティア募集中

英語教室（初級）３

　
テキストを使って基礎を勉強しましょう！

習った英語で会話しましょう。

日 程：　11月1５・２２・2９日
　　　　12月6•１３日、２０日
　　　　（毎週金曜日、全6回）
時 間：　10:00〜11:30
場 所：　市民交流棟２階会議室２
 　　市民交流棟１階多目的室３（１２／２０）
講 師：　ダニエル•クルーズ（市CIR)
対 象：　初心者
定 員：　20名
参加費：  300０円（会員）／6000円（一般）
教科書代：3000円
申込締切：１0月３１日（木）

　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、自身をつけたい
人、誰でも参加できます。

英語カフェ（３）
日 程：　１１月２４日（日）
時 間：　15:00〜16:30
場 所：　ジョイフル川之江店
講 師：　ダニエル•クルーズ（市CIR)と市内ALT
対 象：　初級〜上級（高校生以上）
定 員：　15名
参加費：  200円（会員）／500円（一般）
申込締切：１１月２１日（木）

　※別途飲食代が必要です。



ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ

　　　　　　ラグビー、ようこそジョシュア先生

　Hello, my name is Joshua Herrington. I’m from New 
York City. I studied Japanese and political science at Mi-
ami University in Oxford, Ohio. I plan to continue study-
ing international relations and persue a career in the 
American Foreign Service. My interests include making 
music, writing and exercise. I look forward to continue 
studying Japanese and forming relationships with many 
people in Japan.

　こんにちは、大都会のニューヨーク市出身のジョ
シュア•へリントンです。オハイオ州オックスフォード
市に位置するマイアミ大学で日本語と政治学を勉強
しました。国際交流に関わるアメリカ合衆国国務省
の仕事を目指しています。趣味は音楽や文章創作と
運動です。四国中央市で日本語の勉強を続け、人脈
作りを楽しみにしています。

ジョシュア先生

よ う こ そ

　今月アジアで初めて行われるラグビーワールドカップが日本で開幕しました。試合は東京、大阪、九州、そして岩手
県釜石市などの様々な地域で行われます。四国中央市の多くの皆さんは日本を応援すると思いますが、ALTの中にラ
グビー王国出身の人がいます。
　南アフリカは１９９５年と２００７年優勝しました。チームの愛称は「スプリングボックス」です。スプリングボックス
を熱心に応援するのは南アフリカ共和国出身のエリス•マシューです。
　「ラグビーは南アフリカの全ての民族を結ぶ素晴らしいスポーツです。
シア•コリシ選手はスプリンボックスの初めての黒人主将です。厳しい環境で育っている子供たちにとって
はシア主将をみて勇気や希望を与えてくれます。」

今年W杯の三連覇を目指しているチームはニュージーランドです。愛称は「
　今年 W杯の三連覇を目指しているチームはニュージーランドです。
愛称は「オールブラックス」です。
　ニュージーランド出身のドラモンド•エイミーは「私がオールブラックスを好きなところはスポーツ
マン精神です。ニュージーランド人の重要な手本で努力と謙遜、相手への尊重を表します．」

　９月２５日と１０月１３日に東日本大震災で大きく被災した岩手県釜石市で試合が行われます。
みんなでラグビーチームも東日本の復興も両方応援しましょう！



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•クルーズ

TEL: 0896-28-6014 内線: 1352/1351
メール: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

よ う こ そ

Hello, my name is Jason Lockwood.  I am from Wellington, New Zealand. I went to 
Victoria University, majoring in English Literature and Japanese. I enjoy reading and 
playing badminton. I’m looking forward to meeting people and making some good 
memories here. Thank you.

　こんにちは、私の名前はロックウッド•ジェイソンです。ニュージーランドの
ウェリントン出身です。ビクトリア大学で英文学と日本語を勉強しました。趣味
は読書とバトミントンです。四国中央市の皆と出会い、良い思い出を作ること
を楽しみにしています。よろしくお願いします．

My name is Sydney Simon and my hometown is Sacramento, California. I am a 
first-year JET program ALT. Recently, I graduated from UCLA where I studied 
psychobiology. My hobbies are watching movies, traveling, and going out to 
eat in restaurants and cafes. I love horror movies; Japanese horror films are my 
favorite. While living in Japan, I am interested in learning Ikebana and travel-
ing to many prefectures. I’m looking forward to experiencing new things and 
meeting many people in Japan!

　みなさん、こんにちは！私の名前はシドニー•サイモンで、出身は
カリフォル二ア州サクラメント市です。カリフォルニア大学ロサンゼル
ス校卒業して精神生物学を勉強しました。趣味は映画、旅行、そして
レストランやカフェでの外食です。ホラー映画が好きで、その中で一
番好きなのは日本のホラー映画です。日本に住みながら生け花を習
ったり、色 な々都道府県に旅してみたいです。日本でのたくさん経験
と出会いを楽しみにしています！

　こんにちは、カナダのトロント市出身のサマンサ•カートンです！
私は日本に来るのが初めてです。四国中央市に来てALTの仕事を
とても楽しんでいます。カナダの大学院では人種学を勉強していま
す。人種学は人間社会の由来と継続の勉強です。新しい場所と社会
を経験するのは大好きで、日本での生活を楽しみながら学び続けた
いです。愛媛県のお祭りを特に楽しみにしています。ハイキングとサッ
カーも大好きで、ハイキングスポットのお勧めやサッカーをする機会
を待っています。

　Hi there, I’m Samantha Kirton from Toronto, Canada! This is my first time in Japan 
and I’m really enjoying being here and working as an ALT in Shikokuchuo. In Cana-
da, I studied anthropology, which is a subject concerned with human cultures, how 
they come to be, and how they are perpetuated. I really like learning about new cul-
tures and places, so I’m very excited to be here in Japan and to be learning all I can 
about what life is like here. I’m very excited to explore Ehime and to attend festivals 
while I’m in Shikokuchuo. I really enjoy going hiking and playing soccer, so if anyone 
knows of good places to go hiking or wants to play soccer, please let me know!
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