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&四国中央市国際交流協会10周年記念！
・交流パーティスペシャルゲーム大会 
（豪華景品あり！）

記念総会 ＆ 記念パーティ
日　程：　5月16日（土）
場　所：　ホテル グランフォーレ 2階
参加費：　無料
受　付：　16:00～
総　会：　16:30～
記念講演会：　17:15～
記念パーティ：　18:40～ 

（受付時に年会費を集めさせていただきます）

th
Anniversary

（記念講演会の詳細は3ページに）

総会



❷　イベントフラッシュ

F L A S H 

2月1日に四国中央市福祉会館にて、
第1回「しこちゅ～国際交流フェス

タ」を開催いたしました。フェスタでは、5つ
のパフォーマンスと7つのブースにて各国の
文化紹介があり、外国人の日常生活や防災
のために様 な々情報やサポートをご用意い
たしました。イベントはポットラック形式で、
みなさんにそれぞれの国の食べ物を持って
きていただいたので、たくさんの美味しい料
理に舌鼓を打つことができました。

日本のコーラスグループ「うぐいす」による日
本唱歌の演奏と消防署による防災の講演、フ
ィリピンからは国際交流グループ「マブハイフ
ィリピン」によるフィリピンの伝統的なダンス、
スロベニアからはポルカというポピュラーなソ
ーシャルダンス、そして最後は日本の伝統的
なおもちゃ遊びであるコマ回しを披露してい
ただき、参加者のみなさんと楽しみました。

ブースエリアには、中国、日本、アメリカ、スロ
ベニア、JICAからの出展がありました。中国
のブースは四国中央市の友好都市、宣城市
の景色や文化を動画や地図を使って紹介
してありました。日本のブースでは、日本語指
導ボランティア会による伝統的なおもちゃや
服の展示があり、参加者は珍しそうに見てい

ました。アメリカのブースに来た参加者はア
メリカ発祥のポーカーゲームに挑戦し、「チ
リ」というポピュラーな料理を食べることが
できました。スロベニアのブースではお正月
やクリスマスの伝統や風景を紹介してありま
した。JICAのブースではアフリカ布のブック
リーフ作りや、色 な々国の伝統的な服を着る
ことができるコーナーがありました。

在住外国人の方の防災や日常生活を支援
するために、消防、クリーンセンター、警察に
よるブース出展がありました。これらのブース
では、在住外国人の参加者は市より配布さ
れた外国人防災カードの書き方と災害時
の避難場所の確認ができました。ブースに
は英語や中国語の通訳者が待機し、参加
者とのコミュニケーションをとっていました。
また、ゴミの分別の大切さなどを紹介した
り、災害時の警察の動きを紹介したりする
展示がありました。市内にお住まいの外国
人の方の生活に、少しでも役に立つ情報が
提供できたかと思います。

今回のフェスタでは、日本人と外国人双方
に色 な々文化を楽しく紹介することができま
した。次回もいろいろと企画しますので、ぜ
ひお越しください！

JICAセミナー
JICA香川デスクの西岡美紀さんと一緒
に、ゲームを通して国際貿易について学
びました！参加者は数人でグループを作
り、それを「国」とみなします。他国との貿
易で利益を出すのがゲームの目的です。
そのためには自国で商品を作って他国
に売らなければなりません。品質の良い
資源や道具、有利な情報がある状況か
ら始まった国が最後にたくさんの利益を
出しました。このゲームを通して、国際貿
易の不平等の現実について深く楽しく学
ぶことができました。

うどん料理教室
2月21日に日本の伝統的な料
理教室を行いました。うどんが
ソウルフードのネイティブ香川
県人の尾藤正芳先生がAから
Zまでの手順を教えてくれまし
た。また、うどんへの造詣の深
さも見せてくれました。新鮮な
ねぎで釜玉うどんと、ごぼう・
にんじんなどが入った牛すじ
煮込みをかけたオリジナルうど
んも作りました。とてもおいしく
作れました！

NEWS英会話 
2月18日からNEWS英会
話を行いました。ショーン
先生と一緒に英語でニュ
ースを読んだり論議した
りしました。「3親の赤ちゃ
ん」・「男は入れてくれない
女子大学を訴える」・「中
国ボックスオフィスは世界
一」・「北朝鮮のハッキン
グ」などのトピックがありま
した。とても面白い話題で
楽しく勉強できました！

国際交流フェスタ



イベントインフォ　❸

ホンジュラス料理教室

NPO法人国際地雷処理・地域復
興支援の会（IMCCD）理事長
　　　　高山良二さん
演　題：　平和の種になりたい
～カンボジア地雷原の村での戦略～
 
▶一年の大半をカンボジアの地雷
原の村で過ごし、村人と共に地雷
処理をする傍ら、村の自立を目指
した地域復興にも奔走している。
長年カンボジ
アで地雷処理
や 地 域 復 興
支援を続ける
活動が評価さ
れ、2015年1
月、社会に感
動を与えた市
民に贈られる「
第25回シチズ
ン・オブ・ザ・イ
ヤー」の特別
賞を受賞され
ました。

ホンジュラス共和国からやって
きた料理人、ブライアン・メヒア

（ALT）が教える料理教室を開
催します。今回はブライアンの母、
ノエミさんも特別講師で参加しま
す。実家のおじいさんはレストラン
をやっているという料理人一家で
す。本格的な南米料理のエンパナ
ーダ、えびサラダなどに挑戦してみ
ましょう！

日　程：　5月22日（金）
時　間：　18:30～20:30
場　所：　保健センター
講　師：　ブライアン・メヒア
　　　　 ノエミ・コックラン
定　員：　30名
対　象：　高校生以上
参加費：　会員：500円
  　　　　一般：1,000円
申込期限：　5月18日（月）

シャネ先生に総会・10周年記念講演

フェスタ

さよなら四国中央市で素敵な
一年間を過ごし

て、帰国して大学院に入ること
を決めました。昨年の4月に着
任したときは、どれほど人生を変えるような経験になるか想像で
きませんでした。今ではコミュニティの一部になれて嬉しくて感謝
しています。四国中央市の誰も知らず、愛媛について何も知らない
ままに来ましたが、大好きになってきました。教師の仕事も初めて
で、アメリカをこんなに長く離れたのも初めてでしたが、四国中央
市のみなさんのおかげで日本についても自分についても色々知る
ことができました。

ものすごくたくさんの新しい思い出や話をアメリカに持って帰りま
す。ここにいた間、友達や生徒たちは辛いときでも私を笑わせてく
れ、元気にさせてくれました。私がこの地にい
た間のSIFAの皆さん、教育委員会、同
僚の先生、そして生徒のみなさんか
ら頂いた励ましと友情に、最後
に深く感謝を伝えたいと思い
ます。本当にありがとうござい
ます。一生この四国中央市で
の一年間を忘れませんし、み
なさんも私のことを忘れず、も
しワシントンDCに来たらぜ
ひ会いに来てください。



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•堀池•ショーン
TEL: 0896-28-6014 内線: 1352/1351
メール: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

http://www.sifaweb.jp

イースター」をご存知です
か？これは、特に西洋での

キリスト教に関係する祝日です。
キリストが、十字架にかけられ、
三日後に復活したことを記念す
る日です。また、ユダヤ人が預言
者モーセに率いられてエジプト
新王国から逃亡（出エジプト）し
た日、パスオーバー（過越）とい
う記念日とも関連があります。

イースターでは家族と一緒に特
別な食事をしたりプレゼント

交換をしたり、キリスト教徒でない
人もお祝いしたりしています。
そして、不思議な伝統もたくさんあ
ります。その中でも、もっとも不思議
に思うのは、イースター・エッグの
起源かもしれません。復活祭では、
彩色や装飾を施されたゆで卵を飾
ります。なぜでしょうか？キリストは
死んだあと、石の墳墓に埋
められました。三日後
に、彼の友人が見に
行くと、墓の前に
置かれていた大
きくて丸い石が
動かされ、墓の
中は空っぽにな
っていました。イ
ースター･エッグ
はその丸い石を
象徴しています。ま
た、卵から新しい命
が生まれることから、死
と復活を象徴しているとされ
ています。国や地域によっては、卵
を色や模様で飾ったりして、庭や部
屋のあちこちに隠して、子供たちに
探させるといった遊びも行われてい
ます。アメリカでは、よくキャンディー
が入ったプラスチックの卵も使いま
す。とても楽しい伝統です！
　そのほかの不思議な伝統はイー
スター・バニー（イースター・ラビッ
ト、復活祭のウサギ）かもしれませ
ん。アメリカでは、イースター・バニ
ーはキャンディーやプレゼントや卵
を運んできて庭や部屋のあちこち
に隠す役割のキャラクターです。し

かしなぜうさぎでしょうか？
　イースターやパスオーバーは人
や民族の復活を祝う祭りで、また、
人は冬から春への季節の移り変わ
りに復活を強く連想します。春にな
ると鳥は卵を産み、うさぎは子ども
を産むことから、豊穣の象徴であっ
た卵やうさぎは、世界が生命にあ
ふれる春の象徴にもなりました。そ
のため、キリスト教をはじめ、仏教や

その他多くの宗教に現れ
ます。

　また、「 三 位 一
体」（※）を表現
し、教会の窓な
どの飾りとなっ
ている「three 
hares motif」

（ 三 匹うさぎ
のモチーフ）は 

「 存 在 する」と
いう意味を持つヒ

エログリフ（神聖文
字）や平和の象徴で使

われたそうです。そのモチーフ
は中国の仏教からヨーロッパに移
ったものや、もしくはヨーロッパ起
源のものからキリスト教徒の中で広
がったと考えられています。
　さらに、古代には、うさぎは雌雄
同体だと広く信じられており、キリス
トの母、聖母マリアのように処女出
産で子供を生んでいたと考えられ
ていました。実はそれは誤解でした
が、その誤解からイースター・バニ
ーが誕生しました。
　今年のイースターは4月5日です。

※「父」と「子（キリスト）」「聖霊」が一体であるとする教え。

Easter


