


News Flash
2019 SIFA ハロウィンパーティー
　10 月 26 日（土）にしこちゅ〜ホールでハロウィンパーティーを開
催しました。新しい施設で新しいハロウィンの楽しさを見つけたと思
います。ランタン作りをはじめ、６つのゲームブース巡り、ピニャータ、
カボチャの重さ当てゲーム、フェイスペイントも楽しみました。今年は
初めて目隠しお化け屋敷も実施しました。ちょっと怖かったですか？

　ゲームブース巡りの後、小ホールで仮装コンテストをしました。カッコ
いい忍者さん、可愛い動物やお姫さんも何人か登場して、 優勝者は不
思議の国のアリスとうさぎの仮装をしたとてもかわいい兄弟でした。
　来年の仮装もとても楽しみにしています！2020 年オリンピックテーマ
の仮装も考えましょうか？
　当日、準備や運営などでお手伝いいただいたボランティアスタッフ
のみなさんありがとうございました！

日本語指導ボランティア養成講座
　 ９月 28 日〜 11 月 2 日に全 5 回の日本語指導ボランティア養成講座が開催されました。
講座では地域日本語教室の現状、問題点についての講義、グループワークを交えながら、参加型で学習し
ました。この講座をきっかけとして、たくさんの方に日本語ボランティアについて、興味を持っていただくこと
ができました。日本語指導ボランティアに興味ある方は、SIFA 事務局までぜひお問い合わせください。

ニュースフラッシュ



　11 月 16 日（土）に国際交流員のダニエル • クルーズが寒
川公民館を訪れ、ぴのきおの生徒たちにアメリカ北西地方の文
化やゲームを紹介しました。地元の歴史やアメリカの人気なス
ポーツチームの話をした後、日本のじゃん拳みたいな” Rock, 
Paper, Scissors, Split!” ゲームや交通信号ゲーム、「マクドナ
ルド爺さん」や 「BINGO」の歌も一緒に歌い楽しみました。参
加した生徒はみんな元気で楽しそうでした。最後にハイタッチと
“See you again” で別れました。

CIR 派遣：ぴのきお

　９月 29 日（日）にジョイフル川之江で英語カフェ②をしまし
た。今回はいつもと違って高校生限定でした。高校 1 年生か
ら3 年生の 12 人がグループに分かれて市 ALT や CIRと地
元の魅力や将来の夢等、幅広い内容について英語で頑張って
話しました。次回は大人も大歓迎です。皆さんの参加を楽し
みにしています。

英語カフェ②

　 ９月 13 日から10 月 18 日までの毎週金曜日に市民交流棟で
英語教室（初級）②を６回行いました。ゲームをしたり、テキス
トを使って基礎を練習したり、習った英語でたくさん会話をしまし
た！参加者は、前回から引き継ぎ参加してくれた方が多かったで
す。皆さんの英語力は伸びましたか？
　SIFA の英語教室の扉はいつも開いています。多言語を勉強す
れば世界が広がりますよ。ぜひ英語の勉強を続けてください。

英語教室（初級）②

　10 月 2 日から11 月 6 日までの毎週水曜日に中学生海外派遣事業の事
前研修を 6 回、行いました。 
　事前研修ではニュージーランドのこと、ALT の先生や国際交流員と英会
話練習、オレワ校で披露する合唱の「ふるさと」、パフォーマンスの「パプリカ」
の練習をしました。
　派遣者 22 名は 11 月 24 日（日）に出発式をした後、ニュージーランド
のオークランド市に向かい、12 月 4 日（水）に帰国します。

中学校海外派遣事業：出発式
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日程：2月 9日（日）　13：30 〜 16：00　場所：福祉会館 4階多目的ホール

13：00  受付開始
13：30  国際交流フェスタ開始
13：40  ステージイベント
14：15  ブース巡り
            ポットラックパーティ
16：00  集合写真

ステージイベント
外国のブース巡り
民族衣装体験
スタンプラリー
ポットラックパーティー

ただし、必ず一人一品、
食べ物を持って来て
ください。

（母国の料理または、市
販のお菓子でもかまいま
せん。）

興味がある方なら
だれでもOK!

スケジュール（予定） 　参加費：無料！　内容

　対象

TEL:0896-28-6014
メール：SIFA@CITY.SHIKOKUCHUO.EHIME.JP

Design by Maddie Skelton
４



イベント情報

英語カフェ④

NEWS 英会話②

Event Info
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：2月 9日（日）　13：30 〜 16：00　場所：福祉会館 4階多目的ホール

メール：SIFA@CITY.SHIKOKUCHUO.EHIME.JP

日程：1 月 16 日〜 2 月 20 日
　　　毎週木曜日（全６回）
時間：19：00 〜 20：00
場所：市役所市民交流棟 2 階会議室２
定員：20 名
講師：ダニエル • クルーズ（市 CIR)
対象：中級〜（高校生以上）
参加費：２，０００円（会員）、４，０００円（一般）
締切：１月 15 日

　英語の記事を読んで話し合おう！世界で起きていることを知り、自分の意見を自由に分かりやすく英語で
伝える練習するチャンスです。

カジュアルな雰囲気で自由で英語を話しませんか？英語レベルも年齢も関係なく、誰でも大歓迎です！
日程：１月 26 日（日）
時間：15：00 〜 16：30
場所：ジョイフル川之江
講師：ダニエル • クルーズ（市 CIR)
　　　市 ALT
対象：初級者〜上級（高校生以上）
参加費：２００円（会員）、５００円（一般）
締切：１月 23 日



今回の豆知識 「ベートーヴェン第九」 by　ダニエル（国際交流員）

　クラシック音楽は好きですか？「一万人第九」は聞いたことがありますか？
日本で一番演奏されている交響曲はルードヴィヒ •ヴォン • ベートーヴェン作曲の第九交響曲「歓喜の歌」
です。日本で初めて歌われた場所は徳島県板東町（現 •鳴門市大麻町）でした！毎年お正月になると日本全
国で合唱団の方々が集まってドイツ文化を楽しみます。ドイツ語の歌詞の意味が分からなくても雰囲気だ
けで素晴らしい文化交流ができます。百年を渡って、欧米文化だけではなく日本文化の一つになったと思
います。第九を歌いながら新年を迎えましょう。

ドイツ語の歌詞を発音してみよう

Freude, schöner Götterfunken
フロイデ、　シューネ　ゴッテフンケン
Tochter aus   Elysium
トクテー　アウス　  エルージウム
Wir     betreten   feuertrunken. 
ヴィール　ベトレーテン　フォイヤートロンケン
Himmlische,  dein  Heiligtum!
ヒッムレッシェ　ダイン　ハイリックツーム

歓喜よ、神々の麗しき霊よ
天上楽園の乙女よ
我々は火のように酔いしれて
崇高なる者（歓喜）よ、
汝の聖所に入る

Laufet, Brüder, eure Bahn,
ラウフット ブルーデー  オイレ バーン

兄弟よ、
自らの道を進め

ベートーヴェン
SIFA 掲示板

イベントボランティア募集中

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•ダニエル
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

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。

日にち：　２月９日（日）
時 間 ： 　12:00 〜 17:00
場 所 ： 　四国中央市福祉会館     ４階多目的ホール
対 象 ： 　20 歳以上
内容   ：

締切   ：1 月 20 日（月）

★ブース運営補助
★ イベント運営補助
★片付け

しこちゅ〜国際交流フェスタ

令和元年台風第１９号災害義援金

  令和元年台風第１９号及び 10 月 24 日からの大雨に伴う災害に
より、各地に甚大な被災が出ております。
この災害で被災された方々に支援するため、下記のとおり、義援金
を受付します。
  ご寄付いただいた義援金は日本赤十字社を通じて、全額、被災
者救済のために贈呈いたします。
  多くの皆様からの温かいご支援をよろしくお願いします。

募金期間　11 月 15 日（金）〜 12 月 26 日（木）

設置場所　地域振興課
　　　　　土居文化会館
　　　　　ボランティア市民活動センター
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（ウイキペディアより）
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