
S I F A T i m e s

2 月４日（日）福祉会館 4 階

お問い合わせ
TEL: (0896)28-6014

EMAIL: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp
WEB: www.sifaweb.org/contact

2017 年１２月・2018 年 1 月

食べて、踊って、遊んで

世界を楽しもう！

時間 内容
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

（スタンプラリー）
ポットラックパーティー

16:00 集合写真・閉会

13:30 〜 16:00
参加費：無料
※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、市販のおかしでもかまいません！）
対象：	興味がある方ならだれでもok!
内容：	•	ステージイベント

•	外国のブース巡り（スタンプラリー）
•	外国人にとって生活に役に立つブース
•	民族衣装体験
•	ポットラックパーティー



News Flash
　10月29日（日）に福祉会館 4階多目的ホールで
ハロウィンパーティーを開催しました。325 名の参加
者が来場し、とても盛り上がりました！今年は開始時間
を1時間早め、最初にステージイベントを行いました。
今回のステージイベントは昨年に続き、香川県在住の
ジェレミー・ラニグさんがハロウィンに関する英単語を
教えてくれたり、じゃんけん大会をしてくれました。
　その後、参加者のみなさんはキャンディをもらうため
に頑張っていろんなゲームブースを回りました。人気が
あったブースはハロウィン迷路とバルーンアートでした。
迷路ではペンライトを持って出口を目指しました。その
中は怖い絵がたくさん描いていて怖く感じましたが、と
ても楽しんでいました！バルーンアートではハートや剣

　９月21日〜 10月26日の間の毎週木曜日に全
６回の午後のニュース英会話②を行いました。今
回のニュース記事は「世界で一番役に立たない空
港」、「最近の子供たちは成長が遅い」、「オースト
リアで顔全体を覆うベール禁止へ」など様 な々分
野から記事を取って議論をしました。

2017SIFAハロウィンパーティー
の形をしているバルーンを作ってくれました。
　ハロウィンパーティーの最後は仮装コンテストをし
ました。子供の部門では大勢の方々が参加してくれ、
美女と野獣やミニオンのキャラクターの仮装などがい
ました。今年の子供の部門の優勝者は軍人の仮装を
した方で、大人の部門の優勝者は海賊の仮装をした
方でした。みなさん、おめでとうございます！
　当日、準備や運営などでお手伝いいただいた54
名の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！
　2018 年のハロウィンパーティーもお楽しみにしてい
てください！

　９月27日（水）に市国際交流員のルシア・
ジュが川之江幼稚園を訪れ、ニュージーランドの
文化やゲームを紹介しました。園児のみなさんは
前回説明したニュージーランドのことを覚えてい
て、ルシアはとてもびっくりしました！今回はニュー
ジーランドのマオリ文化を紹介し、「ハカダンス」
という踊りをみなさんと一緒に踊りました！最後に
は園児のみなさんから感謝の手紙をもらってルシ
アはとても喜びました。

　10月17日（火）に市国際交流員のルシア・ジュが
三島東中学校でニュージーランドについてプレゼンテー
ションを行いました。ニュージーランドの食文化、学校の
様子、動物、家の様子などについて話しました。一番盛
り上がったときはニュージーランドのジャム、マーマイトを
匂ったときです。

　11月７日（火）に市国際交流員のルシア・ジュ
が川之江南中学校を訪れ、「海外から見る日本」
をテーマに生徒たちから質問を受けました。日
本に来た理由や四国中央市のいいところと不便
なところなどの質問に答えました。生徒のみなさ
んはルシアの答えを参考にしてレポートを書く予
定です。

中学校海外派遣事業：出発式
　９月20日〜 11月8日の間、派遣者のみなさんは2ヶ月にわたって英会話研修やオレワカレッジで披露する
パフォーマンスの練習などニュージーランドに行くために一生懸命準備をしました。
　派遣者22名は11月26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６日（水）
に帰国します。

CIR 派遣：川之江幼稚園

CIR派遣：三島東中学校CIR派遣：川之江南中学校

初心者英会話②ニュース英会話②
　９月19日〜 10月24日の間の毎週火曜日に全６
回の初心者英会話②を行いました。今回のテーマは
「What	do	you	do?」で職業や自分の仕事について
説明できるようになりました。時間に関することばや前
置詞などを勉強して、英会話練習で活かしました。さら
に、自分の1日のスケジュールも英語で作りました。

ニュースフラッシュ

　11月14日（火）に市国際交流員のルシア・ジュ
が初めて川之江みなみ幼稚園を訪れました。ルシアの
紹介をした後、ニュージーランドの位置、季節の違い、
食べ物、動物について話しました。子供たちが一番びっ
くりしたのはニュージーランドのジャム「マーマイト」を
匂ったことです。その後は英語の歌とニュージーランド
のゲームをして終わりました。最後にはみなさんと英語
で「Bye」、「See	you」を言いながら別れました。と
ても楽しかったです！

CIR 派遣：川之江みなみ幼稚園





12 月 16 日（土）18:00 〜 20:00
福祉会館 4 階　多目的ホール

ステージイベント
（クリスマスメドレー）

marsha さん
シンガーソングライター

 㭶 パース・ザ・パーセル
 㭶 クリスマスビンゴゲーム
 㭶 クリスマスクイズ対決
 㭶 シークレットサンタ
 㭶 ジングルベル多言語合唱

対象：高校生以上
参加費：200 円（会員）／ 400 円（一般）
準備物：① 500 円程度のクリスマスプレゼント１つ
　　　　（プレゼントはラッピング包装してください）
　　　　②ポットラック用の料理またはおかし 1品
　　　　（市販の物でかまいません）

申し込み／問い合わせ
TEL: (0896)28-6014　EMAIL: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp　WEB: www.sifaweb.org/contact

内容



Event Info
ショーン先生と英語を学ぼう！今年度の最後の「初心者英会話④」

日 程：　2月７日〜3月14日　毎週水曜日（全6回）
時 間：　19：00〜20：00　
場 所：　保健センター2階　研修室
　　　　※2月14日／2月21日は　福祉会館2階　教養娯楽室
定 員:　	20名
講 師：　ショーン・ソルバーグ
対 象：　初心者（高校生以上）
　　　　※初心者英会話③から続けて学びたい方、
　　　　　初めて勉強する方、大歓迎！
参加費：	2000円（会員）／4000円（一般）
教科書代：3000円
締め切り：1月26日（金）

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

　今年度最後の初心者英会話④です。教科書をもとに英語の基礎文法や単語を学びましょう！ショーン先
生が丁寧に優しく説明してくれます。	今回のテーマは「家族」です。

ニュース記事を読んで英語で意見交換しよう！「ニュース英会話③」

日 程：　1月30日〜3月6日　毎週火曜日（全6回）
時 間：　19：00〜20：00　
場 所：　保健センター2階　研修室
定 員:　	20名
講 師：　ルシア・ジュ（国際交流員）
対 象：　中級〜（高校生以上）
参加費：	2000円（会員）／4000円（一般）
締め切り：1月29日（月）

　みなさん！英語でたくさん話したいですか？世界で起きている様 な々ニュース記事を読んで意見交換を
しましょう！

申し込み／問い合わせ
TEL: (0896)28-6014　EMAIL: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp　WEB: www.sifaweb.org/contact

本場の味を楽しもう！「韓国料理教室」

日 程：　2月17日（土）
時 間：　11:00〜13:00
場 所：　保健センター2階　栄養指導室
定 員:　	30名
講 師：　ルシア・ジュ（国際交流員）
対 象：　高校生以上
参加費：	500円（会員）／1000円（一般）
締め切り：2月5日（月）

作る料理：トッポギ（辛い）
　　　　キンパ（のり巻き）
　　　　タルゴナ（カルメ焼き）

　アンニョンハセヨ ( 안녕하세요 !)！韓国の屋台でよく食べる簡単な食事トッポギ ( 떡볶이 )とキンパ ( 김밥 )を
一緒に作ってみませんか？さらに、昔ながらのデザートタルゴナ ( 달고나 )も作ります。

イベント情報

キンパ

トッポギ
タルゴナ



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　星川•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

SIFA 掲示板

イベントボランティア募集中

クリスマス交流会

　みなさん！クリスマスの時期がやってきました！北半球に住んで
いる方はクリスマスといえば、雪や寒い季節をイメージすると思い
ますが、南半球に住む人たちは違います。まず、南半球ではクリス
マスの時期は冬ではなく夏だからです。今回の豆知識では南半球の
国々（ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ）ではどの
ようにクリスマスを祝うのか国際交流員が調査しました。

日にち：　2月4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

運営ボランティア内容：

締切：1月10日（水）

★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

日にち：　12月16日（土）
時 間 ： 　16:00 〜 21:00
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

運営ボランティア内容：

締切：12月8日（金）

★会場準備
★受付
★イベント運営
★片付け

九州北部大雨災害
義援金に対するご支援、

ご協力ありがとうございました。
　7月に発生した九州北部大雨災害
への義援金を皆様にお願いしましたと
ころ、6509円が集まりました。
　当協会では、お預かりしましたこの
義援金を日本赤十字社に対し、11月
16日付で送金いたしました。
　皆様からの温かいご支援ご協力い
ただきまして、本当にありがとうござい
ました。

写真：日本赤十字社のホームページ

今回の豆知識
　「南半球のクリスマス」

　世界の文化調査
by 国際交流員（ルシア）

代表するもの
マルバー
プディング

ライトアップ

Pohutukawa 
Tree

３つの国の共通点

 ●ビーチで海水浴やサーフィンを

したり、公園でバーベキューパー

ティーをします。

 ●毎年、野外でクリスマスコンサー

トを行います。

例）ニュージーランドでは大きい

公園でピクニックマットを敷いて

座り、コンサートを観覧します。

 ●クリスマスは家族と一緒に過ご

す日です。

 ●北半球では夏休みなど長期休暇

を取る時期は 7〜 8 月ですが、南

半球では 12〜 1 月です。

 ●サンタさんは半ズボンでサー

フィンをします。


