
S I F A        T I M E S
イベント情報　２

SIFA掲示板　３

ニュースフラッシュ     ４

東部カナダ探検    ５

　　

2022年4月・5月号



❷　イベント情報

Event Info※状況により、イベントの中止や変更する場合があります。
※マスク着用など、感染症予防対策をお願いします。

　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。

日程：４ 月 7 日、14 日、21 日　毎週木曜日
　　　　　　　　　　　　　　　（全 3 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：12 名
講師：クルーズ • ダニエル（市 CIR)
対象：中級〜（高校生以上）
参加費：１，０００円（会員）、２，０００円（一般）

　
　外国の人気ゲームを外国人と楽しもう。ドミノ―
ゲーム、豚さいころゲーム等色々準備します。ルール
が分かりやすく、英語が苦手な方も参加できます。（英
語を練習したい人ももちろん大歓迎です。）

日程：4 月 17 日（日）（イースター）
場所：市役所市民交流棟２階会議室
時間：15：00 〜 16：30
参加費：200 円（会員）、500 円（一般）
活動指導者：クルーズ・ダニエル（市 CIR、）市
ALT、市在住の外国人
定員：15 名
対象：市内在住者の人（小学生以下は保護者同伴）
締め切り：４月１４日（木）

　カジュアルな雰囲気で外国人と会話してみま
せんか？リラックスしながら英語のリスニング、ス
ピーキング、話す自信を鍛えよう！

日程：5 月 29 日（日）
時間：15：00 〜 16：30
場所：市民交流棟２階会議室
定員：12 名
講師：クルーズ • ダニエル（市 CIR)、市 ALT、
　　　市在英語話者
対象：高校生以上
参加費：300 円（会員）、600 円（一般）
締切：5 月 20 日（金）

　TOEIC と言う英語検定を聞いたことがあります
か？日本の「英検」と違い、不合格がなくて、誰で
も必ず点数がでる、全世界で活用されている試験で
す。
　英語学習のちょっとした刺激が欲しい英語中級者
は是非この TOEIC 教室に参加してみて下さい。教
室では TOEIC 試験は実施しません。

日程：5 月 12 日、19 日、26 日　6 月 2 日、9 日、
　　　　　　　　　　６月 16 日（木曜日、全 6 回）
時間：19：00 〜 20：00
場所：市民交流棟 2 階会議室
定員：12 名
講師：クルーズ・ダニエル（市 CIR）
参加費：2,000 円（会員）、4,000 円（一般）

（教科書代 3,000 円程度が別途に必要です。）
対象：中級〜
締切：5 月 10 日（火）

ゲーム交流会　NEWS 英会話②

英語カフェ①

TOEIC を始めよう



イベント情報 • SIFA掲示板　❸

Event Info
　5 月 14 日（土）に SIFA 総会を開催します。
令和 3 年度の事業報告、令和 4 年度の事業計
画について審議いただきます。昨年、一昨年とコ
ロナの影響により書面決議となりました。3 年ぶ
りの総会となりますので、みなさんの参加をお待
ちしております。

日　程：5 月 14 日（土）
時　間：11：00 から（受　付：10：30 から）
場　所：川之江ふれあい交流センター　
　　　　大会議室
対　象：SIFA 会員
参加費：無料
締　切：4 月 22 日（金）

日程：5 月３１日（火）、6 月 3 日・10 日 •17 日、
　　   ６月 24 日、７月 1 日 ( 金曜日 )( 全６回）
時間：10:00 〜 11：30
場所：市民交流棟 2 階会議室　ほか
定員：12 名（最少催行人数 5 名）
講師：クルーズ・ダニエル（市 CIR）
対象：初心者
参加費：3,000 円（会員）、6,000 円（一般）

（教科書代 3,000 円程度が別途必要です。）
締切：5 月 27 日（金）

SIFA掲示板
　令和４年度から SIFA のボランティア委員になって活動してみませんか？国際
交流に興味がある方、四国中央市在住の外国人たちと交流したい方、ボランティ
アに興味がある方ならだれでも OK です！
主な役割：企画提案
　　　　　事業実施支援（ハロウィンパーティー、しこちゅ～国際フェスタなど）

お問い合わせ
四国中央市国際交流協会事務局　山川・仁野
TEL：0896-28-6014：メール：sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

　ウクライナでの戦闘が激化しており、子どもを含む市民の死傷者が報告され、多くの市民が緊張と
不安の中で過ごしています。ウクライナでの人道危機対応及びウクライナからの避難民を受け入れる
周辺国とその他の国々における救援活動を支援するため、下記の通り救援金を受付します。ご寄付い
ただいた救援金は日本赤十字社を通じて、全額人道危機支援のために贈呈をいたします。
　暖かい支援をよろしくお願いいたします。

募集期間：４月２５日（月）まで
設置場所： 地域振興課、 ボランティア市民活動センター 、 しこちゅ～ホール、 土居文化会館、
　　　　　瀬戸中央テック協同組合、 うま商工協同組合

ＳＩＦＡ総会 英語教室（初級）①

ウクライナ人道危機救援金

　イングリッシュを少し上達してみ
ませんか？全然英会話の自信がな
くても大歓迎です！優しい雰囲気で
勉強しましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ボランティア委員募集

　新型コロナウイルスの影響で令和 2 年度、令和 3 年度と残念ながら中学生海外
派遣は中止となりました。また令和 2 年度に予定していた派遣者同窓会も中止と
なり今回「中学生海外派遣事業 WEB 同窓会」YouTube 動画を作成しましたので、
ぜひご覧ください。

　令和 4 年 3 月 30 日より、YouTube 四国中央市公式チャンネルで配信

中学生海外派遣事業 WEB 同窓会



❹　ニュースラッシュ

オンライン英会話

　2月～3月の間、オンライン英会話を3回行いました。会員3名と幅広い会話ができ、毎回30分があっ
という間に過ぎました。
　またこの事業を続けますので、会員さんはお気軽に申し込んでみて下さい。
　オンライン英会話は火～金の 9：00 ～ 17：00 の間お好きな時間でうけられます。メールでお申
し込み下さい。

オレワオンライン交流

　ニュージーランドの交流校オレワカレッジと三島南中学校２年生が 3月にオンラインによる交流を
行いました。新型コロナウイルスの影響で海外渡航が難しい中、同年代の生徒同士で日本語、英語を
交えて交流しました。最初はとまどいもありましたが、楽しそうに交流していました。コロナが落ち
着いたらぜひオレワカレッジの生徒さんにも四国中央市へ来てもらいたいですね。

News Flash
CIR 派遣

　
　3 月 4 日（金）、伊予三島ロータリークラ
ブ例会で講演しました。一年ぶりにホテル
グランフォーレに入り、今までの大人向け
の発表をまとめて日本文化との 25 年間の
出会いや日本で過ごしてきた 6 年間を振り
返て話すことができました。派遣依頼とご
清聴、どうもありがとうございました。

　2 月 9 日（水）、上分小学校を訪問しま
した。2 年生と特別支援学級と３回目の
交流ができ、アメリカの2月のお祭りやベー
ビーシャークとチキンダンスなど、色々楽
しみました。

　2 月 15 日（火）、妻鳥小学校を訪問し
ました。初めてこの学校を訪問し、ゲーム
と踊りを交えながら 1 － 2 年生に自己紹
介しました。

　2 月 16 日（水）、長津小学校を訪問し
ました。なかよしルームで全校の特別支
援学級 8 名とアメリカの食生活、お金、
国立公園などについて話して、ゲームもた
くさん楽しみました。

　2 月 18 日（金）、小富士小学校を訪問
しました。前回は 5 年生と交流しましたが、
今回は可愛い 1 年生 13 名と踊ったり「足
伸ばしじゃんけん」をしたりしました。

学校派遣

　3 月 15 日（火）、川滝小学校を訪問し
ました。アットホームな雰囲気で低学年 6
名と一緒に 3 月の祝日聖パトリックの日や
女性史月間を紹介し、ベービーシャークや
バスの歌も踊りました。

　2 月 22 日（火）、関川小学校を訪問し
ました。1 － 2 年生と初めて合い、色々
な踊りや海外の紹介を楽しくできました。



豆知識　❺ 

カナダ東部探検
　世界で２番目に広いカナダはメー
プルシロップやアイスホッケー王国
で有名ですが、観光や食文化も盛ん
です。今回 2 人のカナダ人 （タリア：
オンタリオ州とケベック州、エミリー：
その他の州） が東部６州のそれぞれ
の地域の魅力を紹介します。

オンタリオ州

　カナダ最大都市トロントを訪れば、象徴的な CN タワー
に行かなければなりません。次はカナダの首都オタワ市
で冬ならばリドー運河、世界最大スケート場でアイスス
ケートできます。

　ケベック州では公用語は英語ではなく、フラン
ス語です！

　ケベック・シティー旧市街を散策して伝統的
なヨーロッパの風景を楽しみ、モントリオール市
で劇的なアイスホッケー観戦もできます。秋のケ
ベックでは紅葉の赤、橙、黄色は印象的。

ニュー • ブランズウィック州

　海でカヤックをしていると、クジラが泳いで通り過ぎます。ファンディ湾の干満
差は世界屈指で、渦巻きや探検できるものがたくさん。ホープウェル・ロックで
一日散策したり、満潮が来たらパドルボートで漕いで回れます。

グルメ

　カナダ料理ならばプーティン！フライドポテトとチーズ • カードの上に ホットグ
レービーをかけて食べると、温かくてお腹がいっぱいに。カナダにはメープルシ
ロップが豊富で、冬は新雪にかけて食べられます。

　ケベックは世界一のメー
プルシロップ生産地なの
で、メープルシロップ収穫期

（早春）に cabane à sucre
（シュガーシャック、「砂糖
小屋」）へ是非。そこで賑
やかな雰囲気で仲間とケ
ベックの伝統料理を満喫で
きます。

グルメ

　オンタリオ州の人口５３％
はカナダ国外生まれなので、
レバノン式シャワルマやベト
ナムのフォーなど色々な国の
料理を味わえます。秋にりん
　ご狩りにいけば、ホットの
　スパイス　アップルサダー
　を美味しく飲めます。

グルメ



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•仁野•クルーズ
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。

　ノバ・スコシア州

　ブルーノーズ船を始め、ハリファックス港を回る帆前船はいつでも停泊
しています。ペギーズコーブでの美しい夕焼け、全てのレストランで食べ
られる新鮮なお魚、ノバ・スコシアで過ごす毎日は冒険と美食でいっぱ
いです。

　グルメ
　
　新鮮な小鱈（ハドック）とロブスターはほとんどのレストランとスーパー
で買えます。小鱈はフィッシュ・アンド・チップスでもビア焼きでもとても
美味しいです。ロブスターは殻のままで煮るか冷たいロブスターロールで
も食べられます。「ドネール」（ハリファックス版ギリシャ料理のジャイロ）
は大人気で、州公式食べ物です。

　　　　　　　プリンス・エドワード島州

　赤土ビーチ散策、コンフェデレーション・トレイルでの全島サイクリング、新鮮
な貝類も味わえます。キャベンディッシュ町で「赤毛のアン」物語にちなんだあれ
これを楽しめ、馬車にも乗れます！

ニューファンドランド＆ラブラドール州

　「ザ・ロック」ので親しまれているニューファンドランド島の崖や洞窟を探って、
ボナベスタで氷河も見えます。森の冒険でムースなどカナダの鳥獣を見て、鷲や鷹、フクロウなどを見上
げて下さい。

グルメ

　ニューファンドランドの伝統食は「ジッグス・ディナー」（塩牛、新鮮なタラと地域の野菜）。勇気あれば
「スクリーチ」ラムを飲んでタラに口づけたら名誉州民になれます。

グルメ

プリンス・エドワード島のじゃがいもはカナダ全土で有名。
美味しい食べ方は色々ありますが、やっぱり家庭風の

マッシュト・ポテトが一番。


