
エッグペインティング

Egg Painting

エッグハント（たまご探しゲーム）

Egg Hunt

イースターゲーム

Easter Games

場所：三島公園　ピクニック広場
　　　※雨天の場合は保健センター 1階
　　　集団指導検診室

参加費：400 円（一般）
（1名）　200 円（SIFA 会員）
　　　※ 2才以下は無料

対象：だれでも参加できます！

講師：ルシア・ジュ（国際交流員）
　　　市 ALT

申込締切：4月 13 日（金）

※屋外活動のため帽子や飲み物を
ご準備ください。

チョコレートも
もらえるよ！
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　2 月４日（日）に第 4 回しこちゅ〜国際交流フェ
スタを福祉会館 4 階多目的ホールで行いました。
約 200 人が来場し、ステージイベントや世界のブー
ス、外国人のための生活ブースがありました。
　最初にステージイベントを行い、とても盛り上がる
雰囲気を作りました。今回のステージイベントはベト
ナム実習生によるベトナムの踊りとJ-POP の歌、日
本舞踊、そして磐座太鼓でした。
　今年はブースの数が例年より増え、いろんな文化
体験ができました。参加したブースは中国、アメリカ、
南アフリカ、スコットランド、オーストラリア、ベトナム、
日本、民族衣装体験、警察、消防、そして環境（ゴ
ミ分別）でした。各ブースではスタンプラリーのミッ
ションがあり、景品をもらうためにみなさんは頑張っ
てブースを巡りました。今年の景品は非常食（缶入
りビスケット）でした。
　最後はみなさんが持ち寄ってくれた様 な々世界の
食べ物を交流をしながらおいしく食べました。
　次回の国際交流フェスタも楽しみにしてください！　

ステージ
イベント

ブース
巡り

「ハナミズキ」披露

ベトナムの踊り

日本舞踊

磐座太鼓



News Flash

韓国料理教室

　2 月 17 日（土）に韓国料理教室を行いました。今回は
市国際交流員ルシア・ジュのお母さんのレシピをもとにトッ
ポギ（辛い餅の料理）、キンパ（韓国風の巻きずし）、タル
ゴナ（カルメ焼き）を作りました。トッポギは辛い食べ物な
ので、各班に辛さを調整してもらいました。参加者のみな
さんはスムーズに料理を作り、とてもおいしくできました！

英語カフェ④

　2 月 25 日（日）にジョイフル川之江店で今年度最後
の英語カフェを行いました。今回も参加者が多く、とても
楽しく英語で話しました。これをきっかけに参加者のみな
さんは英会話により、興味を持つようになったと思います。
次回の英語カフェも楽しみにしていてください！

ニュース英会話③

　1 月 30 日〜 3 月６日の間の毎週火曜日に全６回のニュー
ス英会話③を行いました。参加者のみなさんはニュース記事
をもとにいろんなディスカッションをしました。今回のニュース
記事は英語と日本語の発音の種類、学校の制服の問題など
についてでした。毎回話が盛り上がり、時間があっという間
に過ぎました。

CIR 小学校派遣

　1 月から2 月にかけて市国際交流員ルシア・ジュが市内の
小学校を訪れ、ニュージーランドの食べ物や文化について話
しました。小学生のみなさんはとても楽しく参加してくれてまし
た！そして、今回はみなさんにニュージーランドのチョコレート
を紹介し、生徒たちは重さと厚さの違いに驚きました！最後は
ルシアとハイタッチをして終わりました。

CIR 派遣（三島南幼稚園）

　2 月７日（水）に市国際交流員ルシア・ジュが三島南
幼稚園を訪れ、ニュージーランドの簡単な紹介やゲームを
しました。英語の歌を歌ったり、ニュージーランドのジャム

「マーマイト」も匂うことができました！

初心者英会話④

　2 月 7 日〜 3 月 14 日の間の毎週水曜日に全６回の初心者
英会話④を行いました。「Interchange」という教科書を使い、
文法や単語の勉強をしました。学んだ文法を声に出して様々
な状況に合わせて単語を入れ替えて練習しました。

News Flash



Event Info

英語教室（初級）午前SIFA 総会

　新しくリニューアルした初心者向けの英語教室です。
ショーン・ソルバーグ先生と英語の基礎から学ぼう！
みなさんが分かるように説明もゆっくりしてくれます。

日 程：　5月18日〜６月22日　毎週金曜日（全６回）
時 間：　10：00〜11：30（90分）
場 所：　福祉会館2階　教養娯楽室
　　　　※６月1日は商工会館1階　会議室
定 員：　20名（最少催行人数5名）
講 師：　ショーン・ソルバーグ先生
対 象：　初心者
参加費： 3000円（会員）／6000円（一般）
教科書代：3000円
締め切り：4月27日（金）

日 程：　5月19日（土）
時 間：　11:00〜（受付開始：10：30〜）
場 所：　ホテルグランフォーレ2階
対 象：　SIFA会員
参加費： 無料（総会）
　　　  500円（交流会）
締め切り：4月27日（金）

　5 月 19 日（土）に平成 30 年度の総会を開催します。平成 29
年度の事業報告や平成 30 年度の事業計画を行います。交流会
のステージイベントは韓国の伝統音楽「サムルノリ（사물놀이）」
です。他には豪華景品が当たるビンゴ大会、お弁当とアイスクリン
も用意しています。みなさんの参加をお待ちしております。

英語カフェ①

日 程：　5月27日（日）
時 間：　15：00〜16:30
場 所：　ジョイフル川之江店
定 員：　15名
講 師：　ルシア・ジュ／市ALT
対 象：　初心者〜上級者（高校生以上）
参加費： 200円（会員）／500円（一般）
締め切り：5月24日（木）
※別途、飲食代が必要です。
※もし、見せたいものがあったら持ってきてもokです。
例）アルバム、好きな本、好きな映画のDVDなど

　市国際交流員や ALTとグループに分かれてたくさん
英語で話しましょう！英語力を試したい人、キープしたい
人、英語にもっと自信をつけたい人、だれでも参加でき
ます！自由な雰囲気で飲みながら友達と話すように、たく
さん英語で会話ができます！気軽に来てください！

交流会
※参加費 500 円が必要です。

ステージイベント -サムルノリ

ビンゴ大会
お弁当 アイスクリン

「サムルノリ」は韓国の伝
統楽器を使って演奏する
パフォーマンスです。

Event Info



ルーカスの料理教室

　アメリカの家庭の味を感じてみませんか？市 ALT ルーカスと
一緒にアメリカの家庭料理を作ってみよう！今回はミートボー
ルスパゲティとガーリックブレッドを作ります。

日 程：　６月2日（土）
時 間：　11：00〜13：00（10：30〜受付開始）
場 所：　保健センター2階　栄養指導室
定 員：　30名
講 師：　ルーカス・ビークラ（市ALT）
対 象：　高校生以上
参加費： 500円（会員）／1000円（一般）
締め切り：5月21日（月）

SIFA 掲示板

イースターまつり
日にち： 4 月 15 日（日）

時 間 ： 9：00 〜 13:00

場 所 ： 三島公園　ピクニック広場

　　　　※雨天の場合は保健センター 1階　集団指導検診室

内 容 ： 受付、ゲーム運営、片付けなど

その他：屋外活動のため、帽子や飲み物をご準備ください。

締め切り：4月 5日（木）

日 程：　5月27日（日）
時 間：　15：00〜16:30
場 所：　ジョイフル川之江店
定 員：　15名
講 師：　ルシア・ジュ／市ALT
対 象：　初心者〜上級者（高校生以上）
参加費： 200円（会員）／500円（一般）
締め切り：5月24日（木）
※別途、飲食代が必要です。
※もし、見せたいものがあったら持ってきてもokです。
例）アルバム、好きな本、好きな映画のDVDなど

Event Info・Special feature

楽しく料理を

作りましょう！

ルーカス・ビークラ

Special Feature
特集 -国際的に活躍している
　　　四国中央市の人

　大好きな四国中央市。離
れてから改めて発見、実感
する故郷の魅力が多くあり
ます。
　「水引」は紙の町・四国
中央市が日本、そして世界
に誇れる伝統工芸だと思い
ます。最近ではかわいい水
引小物が販売されていた
り、土居高校が地元企業と
連携したプロジェクトを
行っていますが、私も簡単
な水引細工が作れたら素敵
だなと思い挑戦中です！
　秋になると芋炊きが恋し
いです。

Profile
独立行政法人 国際協力機構 筑波国際センター（JICA 筑波）
研修業務課　職員  西岡 美紀

- 川之江高校卒業後、甲南大学へ進学。
-在学中に1年間休学し、ワーキングホリデー制度を利用し渡豪。
-大学卒業後は海運会社に就職し、外国人船員管理業務を担当
し、フィリピン・マニラ支店にも駐在員として勤務。
-JICA 四国 香川県国際協力推進員、松山商工会議所での海外展
開支援・国際業務担当を経て、現職に至る。

　今回の特集は国際的に活躍している四国中央市の方を
紹介します。元 SIFAボランティア委員の西岡美紀さんです。
現在、西岡さんが働いているJICA のことについて話を聞き
ました。（ルシア）

次のページへ続く→

西岡美紀さんからのメッセージ

＜お知らせ＞
SIFA事務局担当課名の変更について

　4月からSIFA事務局の担当課名が
「地域振興課」に変わります。

　なお、電話番号、FAX番号、メー
ルアドレス、ホームページの変更はあり
ません。



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

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。

★ JICA についてもっと知りたい！国際協力に興味がある！という方は．．．
皆様に一番近い JICA の窓口「JICA 四国」の Facebook、HP をご覧ください！
★ JICA ボランティア（青年海外協力隊・シニア海外ボランティア）の春募集が 2018 年 4 月 2 日から開始されます。
(応募〆切 5月 1日 )　詳細は JICA ボランティア HP をご覧ください。https://www.jica.go.jp/volunteer/

What is JICA?　JICA ってなんだろう？
　独立行政法人国際協力機構（JICA ／ジャイカ）は、
日本の政府開発援助（ODA）を一元的に行う実施機関
として、 約 90 ヵ所にのぼる海外拠点と、地域と世界
を繋ぐ国内 15拠点を窓口として、世界約 150 の国や
地域で開発途上国への国際協力を行っています。
　
　主な事業： • 技術協力（ボランティア事業、研修員受入事業など）

• 有償資金協力
• 無償資金協力

Why? なぜ途上国を支援するの？ ODA の意義
①日本の国際貢献
　日本も終戦後は復興や経済発展の過程で、世界各国から
多くの支援を受けた歴史があります。東海道新幹線や東名・
名神高速道路も世界銀行から借りたお金で整備されました。
また近年の震災では、開発途上国を含む世界中の国々が温
かい支援の手を差し伸べてくれました。
　日本が貧困、飢餓、災害などの人道的問題や環境問題、
感染症などの地球的規模の問題解決に取組むことは、国際
社会の一員としての責務なのです。

②日本の安定と豊かな暮らしのために
　 日本は食料、資源、エネルギーの多くを開発途上国から輸
入しています。例えば、私たちの町の大切な産業である「紙」。
その原料になる「ウッドチップ」もベトナム、南アメリカ、
チリなどから船で運ばれてきます。そしてその船を動かす船
員の約8割がフィリピン人です。
　私たちの豊かな生活はたくさんの国に支えられていて、こ
れらの国々の平和と発展、そして良好な関係を維持すること
は、国際社会と相互依存関係にある日本の安定と発展にとっ
て大切なことです。

私の JICA での仕事
 ～日本の知見・技術を世界に！研修員受入事業～
 1954 年から始まった研修員受入事業は、開
発途上国の行政官、研究者、技術者など国造
りを担うリーダーとなる方々を「研修員」と
して招き、各国の様々な課題の解決に必要な
技術や知識に関する研修を行っています。教
育、農業、防災、保険・医療、など多岐に渡
る分野で、日本の知見、経験、技術を伝えて
きました。
 研修員は日本文化や日本人に対する理解を深
めて帰国し、開発途上国と日本を繋ぐ架け橋
として、それぞれの国の発展に貢献すること
が期待されています。
　私は現在、茨城県つくば市に拠点を置く
JICA 筑波で研修事業を担当し、研修の計画・
人選・運営・モニタリング、また地方自治体、
大学、民間企業、NGOなど連携機関との連絡
調整を行っています。効果的で充実した研修
を提供できるよう、変化していく課題やニー
ズの把握、内容を見直し・工夫に努めています。
　農業生産量日本第 2位の茨城県にある JICA
筑波の強みは「農業」です。私も「稲作技術

向上」というコースを担当し、アフリカや
アジアから研修員を受け入れています。食
料不足や人口増加の問題を抱える開発途上
国では、近年コメの消費が拡大しています
が、高まる需要に生産が追いつかず、他国
からの輸入に大きく頼っており、生産量増
加が喫緊の課題となっています。担当コー
スでは、研修員たちが実際に水田で基礎的
な稲栽培技術を学ぶとともに、品種別生育
実験、肥料実験、病害虫の発生調査などを
行い、安定したコメ生産のために必要な知
識を身につけます。
 食べることは生きること。米の収量が上が
れば、食料不足の改善だけでなく、農家の
収入向上にもつながり、医療や子どもの教
育にお金を使えるようになり、より良い暮
らしにつながります。帰国した研修員には、
学んだ日本の稲作技術を現地で役立てて欲
しいですし、稲作普及を通して、自国の人々
の幸せや豊かな生活に貢献してくれること
を願っています。


