
S I F A

13:00〜15:00
ランタン作り
福祉会館4階

（受付開始：12:30〜）
参加費:
1000円　（一家族一個）

要予約（先着15組）

17：00〜20：00
福祉会館4階

（受付開始16:30〜、1階）
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）

イングリッシュキャンプ　　　　

ニュースフラッシュ　　　　　 

イベント情報　　　　　  　　　

スティーブン・マイケル先生のさよなら

新ALTのあいさつ　　　　  
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　８月17~18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。市内の中学校３年生たち36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)のルシアと一緒に６チー
ムに分かれていろんな英語活動を通じて対決をしました。

　今回はエッグドロップリレー、バルーントス、ジェンガ、トレジャー
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ニュージーランドとオース
トラリアのソーセージシズルや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「オレンジ」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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English Camp 2016 災害時外国人支援事業
　7月24日（日）に防災センターで災害時外
国人支援事業を行いました。四国中央市に
在住の外国人と日本人を対象に、グループ
に分かれて講師の先生の話を聞きました。
日本人向けの講義では「災害時の外国人
支援の現状と課題」をテーマに話を聞いて、
グループワークで災害時戸惑う外国人にど
のように対応するかについて話し合いまし
た。外国人向けの講義では「日本で災害時
に身を守るために」というテーマで日本の災
害、防災グッズの説明、避難所について学
びました。そして、講義の後、体験コーナー
で地震と火災の体験をしました。みなさん
は地震の強さに驚いていました。

メキシコ・オーストラリア料理教室

英語カフェ

中学生海外派遣事業
結団式・説明会

　８月5日（金）に市のALTライアン（アメリ
カ）とニッキ（オーストラリア）を講師にむか
え料理教室を行いました。今回は特別に２
ヵ国の料理を一緒に味わうことができまし
た。辛く味付けたチキンとチーズをトルティ
ーヤの皮で巻いた「チミチャンガ」、そしてオ
ーストラリアの夏のデザート「パブロバ」を
作りました。「パブロバ」は焼いたメレンゲの
上にフルーツやホイップクリームをのせて食
べます。みなさんとても美味しくできあがり
大満足でした。次回の世界の料理教室も楽
しみにしてください！

　9月4日（日）にジョイフル川之江店で英
語カフェを行いました。市のALT４人と国
際交流員のルシア・ジュと５つのグループ
に分かれて英語で気軽に自由な話題で話
すことができました。次回の英語カフェは
11月13日（日）に予定しています。

あたたかいです どうですか？

火事
だ！
！

ニュースフラッシュ

My name is... Wow!

　9月14日（水）に福祉会館4階で第11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20日〜11月30日の11日
間ニュージーランド南島のヒルモートンで
学校交流やホームステイを体験します。

　9月21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。

完成！



ハロウィンパーティー
　みなさん！もうすぐハロウィンです！ランタン作りをはじめ仮
装コンテスト、ミニコンサート、いろんなゲームなどで楽しみまし
ょう。キャンディーやチョコレートもたくさんもらえますよ！

英語カフェ

　カジュアルな雰囲気で、自由な話題を英語で話しませ
んか？英語力を試したい人、キープしたい人、英語にもっ
と自信をつけたい人、だれでもokです！
日 程：　11月13日（日）
時 間：　15:00〜16:30
場 所：　ジョイフル川之江店
講 師：　ルシア・ジュ／市内ALT
対 象：　初心者〜上級者（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10日（木）

※別途１人1品注文お願いします。
　例）ドリンクバー
※もし、見せたいものがあったら持ってきてもokです。   
例）アルバム、好きな本など

　韓国語の文字「ハングル」、基本文法や単語などを前回から続け
て学べます。新しく参加する方も大歓迎です。

日 程：　11月10・17・24日、　12月１・8・15日
　　　　毎週木曜日、全6回
時 間：　19:00〜20:00
場 所：　保健センター1階　集団研修室
講 師：　ルシア・ジュ
対 象：　初心者（高校生以上）
定 員：　20名
参加費：  200０円（会員）／4000円（一般）
教科書代：2000円
申込締切：11月7日（月）

ハロウィンパーティー
日 程：　10月29日（土）
時 間：　17:00〜20:00　（受付開始16:30〜）
場 所：　福祉会館4階　多目的ホール　※受付は1階ロビー
参加費：　＜予約＞　200円（会員）／300円（一般）
　　　　 ＜当日＞　500円（会員）／1000円（一般）
内容：　＜参加する！賞品あり！＞　
　　　　仮装コンテスト、ゾクゾクアートコンテスト
　　　　カボチャは何キロ？、この瓶の中にあめは何個？
　　　　　　　　　
　　　＜楽しむ！見る！＞　ミニコンサート、バルーンアート、　　
　　　　　　　　　　　　フェイスペインティング、ゲームなど

ゾクゾクアートコンテスト

親子ランタン作り

※ゾクゾクアート作品
提出締め切り：10月14日（金）
提出場所：市役所本庁3階 市民交流課
　　　　　郵送可
詳細は前回のSIFA Timesを見てください。

日 程：　10月29日（土）
時 間：　13:00〜15:00　（受付開始12:30〜）
場 所：　福祉会館4階　多目的ホール
参加費：　1000円　（一家族一個・予約先着15組）
※ランタンはハロウィン会場に飾っていただきます。
終了後持ち帰りできます。

韓国語初級②

初心者英会話
　ショーン・ソルバーグ先生と英会話を学びましょう！ 勉
強を続けたい人、新しく興味を持った人もみんな参加でき
ます！ショーン先生と簡単な英語で会話をしてみましょう！

日 程：　11月11・18・25日、　12月2・9・16日　（毎週金曜日、全6回）
時 間：　19:00〜20:00
場 所：　保健センター1階　集団研修室
　　　　（※11月11日は保健センター2階　研修室）
講 師：　ショーン・ソルバーグ
対 象：　初心者（高校生以上）
定 員：　20名
参加費：  200０円（会員）／4000円（一般）
教科書代：3000円
申込締切：11月7日（月）

Englishカフェ

ハロウィンパーティー

韓国語講座

初心者英会話イベント情報



さ よ な らスティーブン先生

　この3年間、私の2番目の「ホー
ム」になった四国中央市とお別れの
挨拶をする時間が来ました。新宮の
茶摘み、川之江の花火大会、書道パ
フォーマンスなどいろんな楽しい経
験をしました。しかし、最もよかっ
たのは、たくさんの素晴らしい生徒
たちや先生、そして四国中央市の方
々に会えたことです。みなさんの親
切やいつでも手伝ってくれたことに
感謝しています。ここでたくさんの
友達に出会ったことは、私の宝物で
す。「しこちゅー」で過ごした時間
を絶対に忘れません。　　　　　　
　　　
　　　　　　　　　スティーブン

スティーブン・マイケル先生のさよなら

さ よ な らマイケル先生
　みなさん、こんにちは。
　四国中央市にALTとして来たの
がもう4年も前のことです。あっと
いう間でしたね。この4年間、とて
も楽しく過ごせました。それは本
当に四国中央市のみなさんのおか
げだと思います。ありがとうござ
いました。4年間出会った友達、そ
して楽しく声をかけてくれたSIFA
の皆さんのおかげで四国中央市が
大好きになりました。その結果、
私はアメリカに帰らず四国中央市
に残ることにし、三島で転職し
ました。これは「さよなら」では
なく、「これからもよろしくお願
いします」です。また、みなさん
といっぱい楽しいことをしたいで
す。ではまた、see you again!

マイケル



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

市民交流課国際交流係　石川•水本•ルシア
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

よ う こ そブレイデン先生
ハンナ先生

Hello everyone! My name is Braden, the new ALT of Shingu. I came from Canada. In 
University I studied Japanese Language and Literature, my minor was film studies. In my 
free time, I like to watch movies. Some of my favorite Japanese films are Spirited Away, 
Godzilla, Early Spring, and Battle Royale. If you have any movie recommendations, please 
let me know! Nice to meet you!

　みなさん、こんにちは！はじめまして、私の名前はブレイデンで22歳です。新宮小中学校の新しい
ALTです。カナダから来ました。大学では日本語と日本文学を専攻して、副専攻としては映画学を勉強
しました。趣味は映画鑑賞です。一番好きな日本の映画は「千と千尋の神隠し」、「ゴジラ」、「羅生門」、

「晩春」、「バトル・ロワイアル」などです。おすすめの映画があったら教えてください。どうぞよろしくお
願いします。

Hello! My name is Hannah. I am from Scotland. I have been very interested in Japan for a 
long time. When I was 12 years old a teacher at my school gave me a book called Across 
the Nightingale floor by Lian Hearn; a fiction novel based on the Edo period. I really loved 
it. After that I wanted to read any and all fiction set in Japan. 

In university I studied English Literature. I am interested in horse riding. I have three 
horses: Alex, Scooby and Edwin. Back in Scotland, I did a lot of jumping competitions and 
I will miss getting to ride whenever I want while I am here. This is my first time to Japan 
and I really like it so far. I just need to get used to the heat and humidity! I am very excit-
ed to be here in Shikokuchuo and look forward to the people I will meet, and the experi-
ences that I will have here. 

　こんにちは！私の名前はハンナです。スコットランドから来ました。私は昔から日本に興味を持って
いました。12歳のとき、学校の先生が「Across the Nightingale Floor」と言うファンタジー小説を
薦めてくれました。これは日本の江戸時代を舞台とした小説です。大好きです！その後、日本に関する
ファンタジー小説は全部読みたくなりました。

　私は大学で英文学を専攻しました。実家には３頭の馬を飼っていて乗馬を楽しんでいました。名前
はAlex, Scooby, Edwind で大会にもよく出ました。こちらでも馬に乗って町を走りたくなると思いま
す。今回、日本に初めて来ました。過ごしやすいと思いますが、暑さと湿気は慣れないですね！私は四
国中央市で住んでいろんな方 と々出会い、たくさんの経験をすることを楽しみにしています。

2016年イタリア中部地震救援金
　平成28年8月24日、現地時間3時36分頃（日本時間同日午前
10時36分頃）イタリア中部を震源とするマグニチュード6.2の地
震が発生し、中部ラツィオ州のアマトリーチェを中心に、大きな被
害が出ており、懸命な救助活動が続いております。

　この地震で被災された方 を々支援するために、右記のとおり
救援金を受け付けます。ご寄付いただいた救援金はイタリア赤
十字社が実施する救援活動に充てられます。皆さまの温かいご
支援をよろしくお願いいたします。 募金期間：9月20日（水）〜11月11日（金）

設置場所：各庁舎市民窓口センター・市民交流課


