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ニュースフラッシュ

 4月16日（土）に三島公園のピクニック広場でイース
ターまつり（復活祭）を行いました。イースターとは、イエス・キ
リストの復活を祝う日です。当日は、イースターに関するクラフ
トやゲームをしました。クラフトブースはイースターエッグペイ
ンティングやビーズ作り、ぬりえを楽しみました。今回、一番盛
り上がったゲームはイースターエッグハントでした。公園の中

を走りながら隠している卵を探し、景品と交換するゲームです。今
年は特別に、ニュージーランドでイースターのとき食べる、卵の形
をしているチョコレートを食べることができました！また、来年も
お楽しみに！
　今回、お手伝いいただいたALTとボランティアのみなさんあり
がとうございました！

　5月15日（日）にジョイフル川之江店で、市の国際交流員ルシア・
ジュとALTたちを講師に英語カフェを行いました。参加者は初心者から上級
者までいて積極的に話し合いました。初心者の方 も々簡単な英単語や文を使
ってコミュニケーションを取る姿が印象的でした。次回の英語カフェもお楽し
みにして下さい！

　5月21日（土）にホテルグランフォーレで、平成28年度の総会を行
いました。昨年度の事業報告や今年度に行う新しいイベントなどの報告をしま
した。今回は熊本地震の災害復興の支援の一つとして、参加者に熊本市の　

「あまなつ」みかんジュースを味わってもらいました。
３ページに続きます



SIFAそうかい

平成28年5月21日現在
（敬称略50音順）

■法人会員
アイネット株式会社
社会福祉法人愛美会
アイム株式会社
旭調木株式会社
石川製紙株式会社
株式会社石松（グランフォーレ）
イトマン株式会社
医療法人共生会井上整形外科ク
リニック
井原工業株式会社
株式会社今村紙工
株式会社受川組
ウマ商事株式会社
梅錦山川株式会社
エノキパルプ鉄工株式会社
大髙製紙株式会社
株式会社大西建設
岡田電機株式会社
カクケイ株式会社
有限会社果山園
医療法人加地医院

カミ商事株式会社
岸良一建築設計事務所
株式会社キノシタ（磯の匠）
協和紙工株式会社
株式会社キンセイ
有限会社熊野養鶏
株式会社高栄製作所
合鹿製紙有限会社
株式会社ゴウダ
合田汽船株式会社
サトー産業株式会社
三愛株式会社四国工場
三合商事株式会社
三星道路株式会社
学校法人四国音楽学院
社会福祉法人四国中央市社
会福祉協議会
公益財団法人四国中央市体
育協会
四国テクノ株式会社
新興電機株式会社
シンワ株式会社
淳製紙株式会社
株式会社スギウラ
税理士法人鈴木会計事務所

株式会社瀬戸内組
株式会社瀧本鉄工建設
大王海運株式会社
大王製紙株式会社
大黒工業株式会社
大富士製紙株式会社
医療法人中央歯科クリニック
株式会社中央ステンレス
株式会社ティ・アモ
遠山産業株式会社
戸田汽船株式会社
有限会社豊岡農場
トーヨデンサン株式会社
トーヨー・ロジテック株式会社
有限会社中西電気商会
日新ハウジング株式会社
有限会社ネオファルマー
尾藤建設株式会社
株式会社フロントエンド
星高製紙株式会社
丸石製紙株式会社
有限会社マルキン
マルマストリグ株式会社
三島運輸株式会社
三島工業株式会社

有限会社明和紙工
株式会社モリオト
森下製紙株式会社
山下工機株式会社
やまと印刷株式会社
山中商事株式会社
ユニ・チャーム株式会社
株式会社予州興業

■団体会員
伊予三島ロータリークラブ
うま商工協同組合
愛媛県立三島高等学校
四国中央市ラグビーフット
ボール協会
四国中央法皇ライオンズク
ラブ
四国中央ユネスコ協会
瀬戸中央テック協同組合
生の音楽を聴く会
Four-C
三島柔道会

ご協力ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

■平成28年度 総会議事　以下、議案の通り可決承認されました。
・ 議案第1号　平成27年度事業報告について
・ 議案第2号　平成27年度決算報告について
・ 議案第3号　平成27年度監査報告について

・ 議案第4号　平成28年度事業計画について
・ 議案第5号　平成28年度収支予算について
・ 議案第6号　役員の改選について

　総会後に交流会を行いました。交流会では、ステージイベントと
してハワイのフラダンスとビンゴ大会を行い、とても楽しい時間を
過ごしました。フラダンスのパフォーマンスの中で、出席者全員で 

「上を向いて歩こう」の曲に合わせて、おどりました。振り付けのひ
とつひとつに意味があり、覚えやすかったです。また、ビンゴ大会で
は、景品に様 な々国の食料品があり、とても盛り上がりました。

　今年度も国際理解や交流をより広げるため、いろんなイベント
やセミナーを考えています。どうぞ宜しくお願いします。
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イベントじょうほう

キッズ英会話「Ei-GO!」

　小学生のみんな！英語を実際に使ってみませんか？楽し
いゲームやロールプレイングの中で英会話をすることがで
きます！「SIFAしこちゅーパスポート」を持ってブースを
回り、英語ミッションに挑戦して景品と交換しよう！

日 程 ： 7月2日（土）
時 間 ： 10:30〜12：00
場 所 ： 保健センター1階 集団研修室
講 師 ： ルシア・ジュ／市内ALT
対 象 ： 小学生１〜６年生（※小学1〜3年生は保護者同伴）
定 員 ： 30名（予約必須・先着順）
参加費： 200円（会員） ※保護者が会員の場合
　　　　  400円（一般）　
締め切り：　定員になり次第

メキシコ x オーストラリア料理教室

　市内ALTのライアンとニッキと一緒に料理を作ってみましょう！今
回はメキシコとオーストラリア２ヵ国です！メキシコの「チミチャ
ンガ」、そしてオーストラリアのデザート、「ミニパブロバ」を作
ります！二人のふるさとについても聞くことができます。

日 程 ： 8月5日（金）
時 間 ： 18:30〜20:30
場 所 ： 保健センター2階 栄養指導室
講 師 ： ライアン・スケルトン （アメリカ・ペンシルベニア州）
　　　　  ニッキ・スミス（オーストラリア）　　　　　
対 象 ： 高校生以上
定 員 ： 30名（予約必須）
参加費： 500円（会員）／1000円（一般）　
締め切り：　7月22日（金）　

平成28年熊本地震・エクアドル大地震救援金に、
みなさまの温かいご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。

熊本地震
　熊本県地方で震度7の地震が4月14日に発生し続く16日にも震度７の大規模な地震が発生し、現在までに、震度1以上の
地震が1500回を越えています。死者は49人で負傷者は約1700人です。そして現在も避難所で生活を続けている住民は約１
万人います。

エクアドル大地震
　熊本地震から2日後の4月16日、南米エクアドルで、首都キトから170km離れている都市ムイスネを震源とする震度7.8の
地震が発生し死者は659人を越え27000人が負傷しました。

「ミニパブロバ」

募金箱の設置場所：　市民交流課
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新旧事務局あいさつ

Hello!
My name is Nikki Smith and I’m from Vic-
toria, Australia. I came from Geelong, about 
two hours by car from Melbourne. Geelong is 
located on a bay, so in the summer the beach 
is always packed and yachts fill the bay all 
year round. We’re well known for wineries, the 
Great Ocean Road and the our town history, 
represented by Wool Museum. Our history can 

also be found in the bollards of historically important 
people that are scattered throughout the town.

This is my fifth time in Japan. The first time was in 
2006, because of a two week school trip. We visited 
many places such as Kiyomizu-dera, Disneyland and 
our sister school in Ibaraki. Later, in 2012, I studied at 
Kansai Gaidai in Osaka. Last year I visited Japan and 
visited Nagoya, Fukuoka, Osaka, Kyoto, Tokyo and 

　みなさん、こんにちは！
　私の名前はニッキ・スミスです。オーストラリアのビク
トリア州から来ました。メルボルンから車で２時間ぐらい
かかる「ジーロング」と言う都市に住んでいました。ジー
ロングは海岸側にあるので、一年中ヨットがたくさんとま
り、夏になると、たくさんの人が訪れます。 私の町の有
名な場所はワイナリー、ウール博物館、そしてグレートオ
ーシャンロードです。また、ジーロングの町の中には歴史
的に有名な人物をモチーフにしたボラードが建てられてい
ます。

　日本に訪れるのは今回で5回目になります。1回目
は、2006年に学校の修学旅行で２週間、清水寺やディズ
ニーランド、茨城県にある姉妹校に行きました。2012年

は、大阪の関西外大で勉強をしました。そして、昨年の冬
に、名古屋、福岡、大阪、京都、神戸、東京、そして三重
に行きました。ハイライトは伊勢神宮でした！

　私は11年間、折り触れ日本語を勉強してきましたが、私
はまだ漢字は苦手です！大学時代に比べると私の話すレベ
ルも少し落ちています。趣味は読書とショッピングで映画
を見たり、本を読んだりするのも好きです。猫が大好きで
す〜！私は大学で心理学を学び、卒業した後、観光業につ
いても学びました。私は愛媛を冒険することと、日本でた
くさんのことを経験するのを楽しみにしています。
みんなに会えるのを楽しみにしています！
どうぞよろしくお願いします！

English/えいご

Japanese/にほんご

Farewell
　みなさんこんにちは。事務局だった青木です！

　そうです、実は私、4月の人事異動により事務局を離れることとなりました…。1年
という短い間ではありましたが、多くの方に、バーベキューやハロウィンパーティを
始めとするSIFAの様 な々イベントにご参加いただけて、とても嬉しかったです！

　またどこかのイベントでみなさんのお目にかかることがあると思いますが、その時
は、知らんぷりしないでくださいね！それではまた♪

青木　大

　はじめまして。

　４月から市民交流課国際交流係、SIFA事務局になりました水本依里（みずもと
　えり）と申します。学生時代に１ヶ月間、カナダへ語学研修に行き、ホームステイを
した経験はありますが、もう何年も前のことです。安易な考えで、「国際交流といえ
ば、外国語！！英語に慣れなくては…！」と思い、英会話のCDを買いました。通勤中
に聞いていますが、聞くだけで精一杯です。

　入庁して数年、外国の方と一緒に仕事をするとは思っていなかったので、すごく
新鮮です。日本と外国との違いを知ることができて楽しいですが、聞く一方なので、
日本のことについて伝えられるように、もっと興味を持たなくてはならないなぁと思
いました。不慣れなところがあり、みなさんにご迷惑をおかけすることもあるかもし
れませんが、これからよろしくお願いします。

     水本　依里　

Welcome

Mie. The highlight of the trip was visiting Ise Jingu! 

I’ve been studying Japanese irregularly for 11 years, 
but I’m still not very good at kanji! My speaking 
skills are also a little rusty!I enjoy reading, shopping, 
watching movies and listening to music. I love cats~ 
I’ve got a degree in psychology, and a Diploma in busi-
ness and tourism. I’m looking forward to exploring 
Ehime and seeing more of Japan.I’m looking forward 
to meeting everyone too~!



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

http://www.sifaweb.jp
designed by freepik.com

BEACHES 
AROUND THE WORLD

場所：　マッケリチャー州立公園、カリフォルニア州

　元々はガラス、家庭製品、車などのゴミ捨て場として1967年まで使われ

ていました。その後、このエリアを閉鎖し、ビーチをきれいにする活動を

行いました。その結果、一帯のゴミはほとんどなくなり、小さなガラスの

破片が残りました。残ったガラスの破片は、波や風によって、丸みを帯び

て宝石のようになりました。たくさんの人たちがこのきれいな風景を見る

ために訪れます。

場所：　マリエッタ島の中

　無人島の内陸にある隠れたビーチ、プラヤ・デル・アモールは「恋人た

ちの砂浜」と呼ばれていて、スタジオジブリのアニメーション「紅の豚」

の舞台にもなったと言われています。島の中心に大きな穴が空いていて、

火山活動や軍用実験の爆弾の影響で作られたと言われています。外から

は、このビーチは見えないので、入るためには特別なトンネルを使わなけ

ればなりません。

場所：　インド洋、マダガスカルの近くにある小さい島

　セーシェル共和国の115島の中で一番有名なビーチ、スース・ジャルダン岬で

す。世界で最も古い、巨大な花崗岩(かこうがん）で構成されていて白い砂が魅

力です。一般の人たちが島に入るためにはお金を払わなければなりません。

場所：　フランス南西にあり、ボルドー市から60km

　幅500m、長さ2.7km、標高110mのこの砂丘はヨーロッパで一番の砂丘です。砂

丘の向こう側にある美しい海を眺めようと、たくさんの人たちが訪れます。こ

こではパラグライダーやサーフィン、カヌー、サイクリングなどいろんなアク

ティビティができます。


