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　11月15日（火）～11月25日（金）の11日間、
第6回四国中央市中学生海外派遣事業ホームス
テイが実施されました。今回はニュージーラン
ドのオレワカレッジへ市内の中学3年生18人が
派遣されました。約2ヶ月間に渡る事前研修で
練習した英会話とパフォーマンスを発揮し、素
晴らしい交流が行われました。天候にも恵まれ
ニュージーランドの自然も満喫し、様々な経験
をして成長して帰ってきました。

Merry Christmas 

and Happy New Year!



アメリカのハロウィーンゲームを混ぜたボッビン
グフォアみかんでした。幽霊の迷路も大人気でし
た。ゲームの後で、マジシャンのAkiraさんがみん
なのために素晴らしい魔法を見せてくれました。
　最後のイベントはコスチュームコンテストで子
どもの優勝者は格好いいミイラで、大人は可愛い
ミツバチでした。二人の仮装は手作りですごく上
手でした。251人の参加してくれた皆さんお疲れ
さまでした。また来年一緒にハロウィーンをワイ
ワイ楽しもう！

Event Flashイベント報告

ハロウィーンパーティー
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第2回特大BBQ交流会
　10月2日にアメリカ風BBQ交流会を森と湖畔の
公園で行いました。ハンバーガーとホットドッグ
を食べたり、ウォーターバルーン大会をやった
り、伝統的なスクェアダンスを踊ったりして、本
当に楽しかったです。天気もよく、本物のアメリ
カのバーベキューが100人以上の皆さんと一緒に
出来て良かったです。また来年来て下さい！

　10月29日にハロウィーンが伊予三島運動公園
体育館でありました。山ほどのキャンディーは
もちろん、仮装や幽霊、ミッキーのカボチャラ
ンタンまでありました！昼のカボチャランタン
作りで皆さんの創造力でいろいろなカボチャラ
ンタンになりました。
　夜の大人気だったゲームはもともとメキシコ
の遊びのカボチャピニャータ、愛媛県の特産と
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Event Flashイベント報告

和ウォーキング

シェフ•デヴィッドのイクメン料理教室 ジェシカのブッククラブ

中学生海外派遣事業の出発式

会員の感謝祭ポットラックパーティー
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　11月24日アメリカのサンクスギヴィングデー
に四国中央市で初めて会員の感謝祭ポットラッ
クパーティーを行いました。25名の会員が参加
して市のALTやCIRが伝統的な七面鳥の夕食を作
り、他の人は、日本料理を持って来て、本当に
素晴らしく美味しい国際交流イベントになりま
した！

　10月16日14名参加による、初めての和ウォー
キングを行いました。日本語ボランティアの先
生と生徒達が市内のお寺や産直市に行って、日
本語の勉強にも地域の勉強にもなりました。

　11月2日に 中学生海外派遣事業の出発式が中之
庄公民館で行われました。生徒達は期待と不安で
いっぱいでしたが、2ヶ月間に及んだ事前の成果
がニュージーランドできっと出せると思います。

　11月8日に新宮ALTのデヴィッドがアメリカの
美味しいチリの作り方を教えてくれました。25
名の参加した方も上手く作れて、辛くて美味し
い晩御飯になりました。

　11月9日から全5回、川之江ALTのジェシカが
ブッククラブを教えています。本はアメリカの有
名な冒険物語で、7名の参加者が英語で読んだ
り、話したリ楽しく学んでいます。



Event Infoイベント情報

ジョナサンの初心者英会話3

　アメリカの人気テレビ番組やテレビスペシャ
ル、または有名なアメリカの映画を観て、英語
で話し合いましょう！次の授業で何を観るかロ
ン先生と一緒に決めれるユニークな講座です。
映画やテレビを通じて楽しく英語を勉強しまし
よう！

　好評のため第3回を開催します！週に1回英会話
先生ジョナサンと一緒にネイティブ英語を勉強し
ませんか。
　「英語は全く喋れないけど習いたい！」という
方にお勧めの授業です。ジョナサンはやさしく基
礎から教えてくれます。練習もたくさん入れて勉強
しますから、第１回や第２回に参加した方、初め
ての方も大歓迎です！

ロンの映画•テレビクラブ２
日　程：1月12日～2月23日（木）全7回
時　間：19:00～20:00
場　所： 保健センター2階研修室
対　象：中～上級
定　員：16人
講　師：ロン•キャンベル
参加費：会員：2,500円、一般：5,000円

日　程：1月18日～2月29日（水）全7回
時　間：19:00～20:00
場　所：保健センター2階研修室
対　象：初心者
定　員：20人
講　師：ジョナサン•スシダ•バンチ
参加費：会員：2,500円、一般：5,000円
教科書：インターチェンジ（3千円程度）

第３回スクラブル大会
　アメリカのボードゲームで英語の単語力をアップ
しましょう！
　スクラブル（Scrabble）とは1948年にアメリカ
で作られた、単語を作成して得点を競うボード
ゲームです。やり方の説明をするので、初めての人
でもご心配なく。1人はもちろん、チーム参加（２
人まで）も大歓迎。初心者からベテランまで、興
味とやる気さえあればどなたでもOK!

日　程：1月14日（土）
時　間：13:00～15:00
場　所：保健センター
　　　　1階集団検診室
定　員：30人
参加費：500円
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Event Infoイベント情報

シェフ部長のうどんの料理教室

春節祭（春���晚会）

5

　中国のお正月「春節祭」をみんなでお祝いしま
しょう！
　中国版紅白歌合戦のビデオ上映や、チェンズ（蹴
り羽根）体験など、中国文化に触れてみませんか？
去年もワイワイ楽しみましたので、今年も一緒にお
祝いしましょう！

日　程：1月28日（土）18:00～20:00
場　所：福祉会館4階多目的ホール
参加費：無料
準備物：持ち寄りパーティーのため1人1品ご参加
　　　　下さい。（アルコール類はご遠慮下さい）
対　象：興味のある方ならどなたでもOK!

�　�：1月28日（土）18:00～20:00
地　点：福祉会４楼多功能大�
参加
：免

准�物：	各自携�一�食品或�料（不含酒精成
　　　　份）前来参加。
対　象：有兴趣的都可以参加！

　日本の代表的な食べ物の一つである
うどんを最初から作って、一緒にたべ
てみませんか。外国人と一緒に日本料
理の交流をしましょう！

     Would you like to learn how to 
make traditional udon from scratch? 
This cooking class is a great 
opportunity  to come and learn with 
other foreigners and Japanese alike!

日程：2月25日（土）
Date：Saturday, February 25th
時間 (Time)：11:00～13:00
場所： 保健センター2階栄養指導室
Place：Hoken Center, 2nd floor
定員：30人
Limit：30 participants
参加費(Price)：会員(members) 500円
                         一般(others) 1,000円



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　金崎•合田•トム
TEL: 0896-28-6014 内線: 1352/1351

メール: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

http://www.geocities.jp/iifawebpage

エコ発送実施！
希望する会員の方はPDF版会報誌を
メールでお送りいたします！一緒に
エコに取り組みましょう！希望者は
メールでお問い合わせ下さい。

Last Word編集    後記

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　山中健太郎

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。

日本のクリスマス
　10月のハロウィーンパーティーに参加してくれた方はわかる
のですが、アメリカのハロウィーンといえば、キャンディー、
コスチューム、かぼちゃランタン、マジック、ゲームなどのお
祭りです。しかし、ハロウィーンはもともとアメリカのお祭り
ではなくて、ヨーロッパのケルト人の宗教的なお盆のようなお
祭りでした。そのお祭りが19世紀の終わりごろにアメリカに伝
わって来た時に変わってきました。色々な理由がありました
が、アメリカの文化の影響でハロウィーンはアメリカの祭りに
なってきました。
　同じように日本のクリスマスはアメリカのものとは全然違い
ます。アメリカのクリスマスと言えば家族、宗教、クリスマス
ツリー、七面鳥などのホリデーです。しかし日本では、恋人と
過ごしたり、クリスマスケーキとかフライドチキンを食べる習
慣があるそうです。クリスマスプレゼントを渡すのは日本もア
メリカも同じですが、誰に、いつプレゼントを渡すのは異なり
ます。
　けれども、アメリカのクリスマスが正しいという訳ではな
く、これはグローバル時代の状況なのです。自分達の文化が、
100%日本製とか100%アメリカ製とは言えません。他の文化の
いいところを取って変化し、自分の文化にするのは普通になっ
てきました。（例：アメリカのカリフォルニアロール）
　その交流は素晴らしいと思います。文化が加わることでみん
なの経験が深くなったり、世界がわかるようになって、地球は
もっと平和になるのではないかと僕は思っています。だから、
今年のクリスマスをどのように過ごしたとしても、皆さんに、
Merry Christmas and Happy New Year!

-トム

Japanese Christmas
! The people who came to October’s Halloween 
party might already know, but a traditional American 
Halloween celebration usually consists of candy, 
costumes, jack’o’lanterns, magic and seasonal games. 
Originally, though, Halloween was a Celtic festival that was 
similar to Japan’s Obon and not at all like the modern day 
American tradition. It was only when it was brought to 
America in the late 19th century that it became what it is 
today. There are many reasons as to why it changed but, 
put simply, it was affected by, and incorporated into, 
American culture. 
! Similarly, Japan’s Christmas traditions are very 
different from the American Christmas traditions that 
inspired them. In America, Christmas brings to mind family, 
religion, Christmas Trees, turkey dinners, etc. In Japan, 
however, Christmas means spending time with your 
significant other and eating fried chicken and Christmas 
cake. The tradition of giving presents exists both in Japan 
and in the US but who they’re given to and when they’re 
given also differs. 
! This doesn’t mean that America’s Christmas is 
more correct, it’s simply the result of the internationalized 
world we live in. We can no longer say our own culture is 
100% Japanese or 100% American. Rather, we take the 
good parts of other cultures, adapt them and insert them 
into our own.  (i.e. The American California Roll)
! Personally I find this form of exchange wonderful. 
An evolving culture let’s everyone have more profound 
experiences, helps with international understanding and, 
at least in my estimation, leads to a more peaceful world. 
With that in mind, regardless of how you celebrate your 
Christmas this year, I wish you a very 
メリークリスマス、お正月おめでとう！

-Tom
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