
  2012年4月•5月号

1  SIFAニュース
2  イベント報告
3  会員情報
4  JICA特集
5  JICA特集
6  NZの挨拶
7  NZの挨拶
8  イベント情報
9  イベント情報
10 編集後記

1  SIFA News
2  Event Flash
3  Member Report
4  JICA Special
5  JICA Special
6  NZ Greeting
7  NZ Greeting
8  Event Info
9  Event Info
10 Last Word

Table of 
Contents

目次

SIFA Times
四国中央市国際交流協会会報誌

SIFA総会&ポットラックパーティー

イースターまつり2012

これからのイベント
イースターまつり、シェフ•ベンのアメリカ料理教室、親子で英語で遊ぼう、トムのスペイ
ントラベラー２、優さんの韓国語講座、ジョナサンの初心者英会話４、アメリカ流ビーチ
パーティー

日程：　5月12日（土）
時間：　19:00～　　  総会
　　　　総会終了後　ポットラックパーティー
　　　　　　　　     （1人1品を持って来て下さい）
場所：　福祉会館4階多目的ホール

みんなでがんばろう日本！

ポットラックパーティーで東日本の特産品を食べて応援します！災害支援品が
当たるドアプライズもありますから、同封の案内状を必ずもってきてね！！

　家族でアメリカ流のイースターを楽しんでみません
か？幼児、小学生向け活動がいっぱい！イースター
エッグペインティング、イースターエッグハント、
イースターゲームなどをしますよ！ぜひきてね！
　
日　程：4月8日（日）
時　間：13:00～15:00
場　所：三島運動公園子供広場
　　　　（雨天：福祉会館4階多目的ホール）
参加費：200円／1人（事前連絡の方）
　　　　400円／1人（当日）

詳しくは8ページへ



イベント報告Event Flash
春節祭

シェフ•部長のうどん料理教室

1月28日に春節祭（中国のお正月）を盛大にお祝
いしました。チェンズ（蹴り羽根）、中国の紅白
歌合戦、いわくら太鼓保存会による演奏で会場が
大変盛り上がりました。太鼓や太極拳の体験など
も行いすごく楽しかったです。来年もまた来てく
ださい！

2月25日に市民環境部長の尾藤正芳さんがうどん
の作り方を教えてくれました。うどん粉から生地
を作って、足で踏んで、茹でる行程を体験しまし
た。釡玉うどんと牛すじ肉煮込みうどんを作っ
て、いなり寿司と一緒に食べました。参加したみ
んなも日本の日常的な昼御飯を楽しみました！

韓国サロン
韓国出身の森川優さんが2月25日に韓国サロンで
母国の紹介をしてくれました。終わった後にみん
なと一緒にポットラックパーティーをして、日本
や韓国の食べ物を楽しむ
ことが出来ました。優さ
んは5月から韓国語講座
を教えてくれますので、
ぜひイベント情報の方で
詳く見て下さい。

若竹サロン
3月16日に持福寺で国際交流サロンを行いまし
た。国際交流員のトムは自己紹介と母国のアメリ
カの紹介をして、若竹サロンの人達はひな祭りの
飾りの説明をして、歌を
歌ってくれました。一緒
に花のアレンジをして、
手作りのお弁当をご馳走
になりました。
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Member Report会員情報

第2回特大BBQ交流会

ジョナサンの初心者英会話 中学生海外派遣事業

English Camp シェフ•ダビデのイタリア料理教室　 ハロウィーン2011

法人会員 団体会員
社会福祉法人愛美会 社会福祉法人四国中央市社会福祉協議会 伊予三島ライオンズクラブ
株式会社今村紙工 財団法人四国中央市体育協会 伊予三島ロータリークラブ
株式会社大西建設 シンワ株式会社 うま商工協同組合
岡田電機株式会社 大王海運株式会社 コスモス会
医療法人加地医院 株式会社大黒工業 四国中央市ラグビーフットボール協会
有限会社果山園 トーヨデンサン株式会社 四国中央市連合婦人会
医療法人綮愛会石川病院 有限会社豊岡農場 四国中央法皇ライオンズクラブ
ＫＳコピー印刷株式会社 株式会社フロントエンド 四国中央ユネスコ協会
協和紙工株式会社 山中商事株式会社 Four - Ｃ
サトー産業株式会社 やまと印刷株式会社 三島柔道会
三合商事株式会社 ユニチャーム株式会社
三共オートサービス株式会社

おかげさまで23年度も楽しい国際交流の年になりました！
　四国中央市国際交流協会は23年度に、外国語講座はもちろん、ニュージーランドや東日本の募金活
動、様々な国の家庭料理教室、最大のハロウィーンパーティーや初めての感謝祭を行いました。こんな
にたくさんの楽しいイベントが出来たのも会員のみなさんの応援や協力のおかげです。また、24年度も
いろいろな講座、イベント、交流会を計画していますので、ぜひぜひ参加して下さい！24年度も素敵な
国際交流が行える年になれるようにみんなで頑張りましょう！
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ご協力ありがとうこざいます。これからもよろしくお願いいたします。

平成24年度　新規法人会員（平成24年3月21日現在入金済）
石川製紙株式会社、磯の匠、イトマン株式会社、大髙製紙株式会社、カミ商事株式会社、合鹿製紙有限会社、佐々木紙工株式会
社、淳製紙株式会社、株式会社ティ・アモ、有限会社福井印刷所、星高製紙株式会社、三島工業株式会社、有限会社明和紙工、株
式会社モリオト、森下製紙株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他　新規手続中および検討中　10社  　　　　　　 　　　　　　

和ウォーキング シェフ•デヴィッドのイクメン料理教室

（敬称略　アイウエオ順）



JICA SpecialJICA特集

やはり最後は、ありがとうエチオピア
 井川太士

みなさん、デナ ナチュ？（アムハラ語で「元気で
すか？」の意味）私は、エチオピアのダングラと
いう小さな町で体育教
師として活動していま
す。当初長いと感じて
いた２年間でしたが、
気付けば任期は半年を
切りました。

さて、昨年度末「語学の問題」を理由に受け持ち
のクラスを失いました。私の任地で使われるアム
ハラ語は、首都でも使われている言語。エチオピ
ア国内で第２言語となっている英語は、首都でこ
そよく使われていますが、地方では主に現地語が
使われます。学校でも９年生から授業は全て英語
で行われる事になっていますが、ほとんどの教師
が現地語を使っているという現実。

隊員の多くが、汎用性のある英語の勉強に力を入
れる反面、私は現地語
であるアムハラ語に力
を入れました。その結
果か、今年度再びクラ
スを持つ事が出来まし
た。

また、１２月に周辺地域の体育教員対象のセミ
ナーを配属先で行ったり、生徒へのサッカー指導
を行ったり、自分が選手として町のサッカークラ
ブに参加したり、と昨年と同様の活動も続けてい
ます。
私は本来、人付き合いが苦手で、沢山話す事も好

きではありません。赴任当初、エチオピア人の性
格と語学の未熟さに今
後どうなる事かと思っ
ていました。しかし、
こちらからエチオピア
人に飛び込むこと
で、受け入れてもら
えたように思います。エチオピア人はプライドが
高い故、外国人に対して失礼に映る言動をとるこ
とがあります。しかし、一度仲良くなるとみんな
親切で面倒見が良い。最近では、活動を通して多
くの人と面識ができ、町の至る所から挨拶が飛ん
できます。現在活動が行えているのは、そういっ
た人間関係がもっとも大きいと言えます。そんな
中で、エチオピアにな
い工夫や考え方を少し
でも伝えられたらと
思っています。

アムハラ語の向上に
よって生活が劇的に
変わった経験を活かし、最後に後輩隊員に向けた
アムハラ語勉強会を開いて帰ろうと思います。

ザンビアの大切な人達
 森實 慧

　ザンビアから届ける現地レポート！なんと、こ
れが最終回になります。この2年間、何があった
か、何を感じたのか、何か変化したのか、と問わ
れると、正直まだ上手くまとめることはできませ

配属先で開いた体育セミナーの一コマ

ティムカットと呼ばれるお祭り。
任地にて大勢の人が教会へと向か

セオリーの授業　　

２か月の断食期間に向けてベッドの上
で干し肉作り
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JICA SpecialJICA特集

ん。楽しいことばかりではなかったけれど、い
や、むしろ辛いことのほうが多かったかもしれま
せん。しかし、その分意味のある期間だったよう
に思います。

ザンビア人。のんびり
していて、踊ること、
歌うことが大好きで、
おしゃべりも大好き。
力強くて、たくまし
く、貧しいけれど、家
族と一緒に毎日を楽し

く生きています。そんな彼らとの生活は、私にた
くさんのことを気付かせてくれました。彼らとは
言葉も違えば、生きてきた文化も違いますから、
理解することが難しいこともたくさんあり、人間
関係に少し不自由さを感じながら、生活してきま
した。それでも人は思いやれるし、好きになれ
る、大切に思える。「国際協力」といっても、結
局はどこに行っても人と人、目の前の人を思いや
りながら生きていく、これが本当に大切なことか
と思います。
　そしてたくさんの人に支えられた2年間だった
と思います。悩んでいる時、励ましてくれた同僚

の先生。いつも笑顔を
くれたかわいい子供た
ち。家族のように受け
入れてくれた近所の人
たち。そしてなによ
り、こんな私の授業を
一生懸命聴いてくれて、心から向き合ってくれた
生徒たち。私はいつも彼らから大切なものをも
らってばかりでした。
　最後に、日本にいる家族や友達、そして故郷の
四国中央市がないと私はこの2年間やり遂げるこ
とができなかったと思います。帰る場所があるか
ら、待ってくれている人がいるからこそ、辛い時
も踏ん張れました。本当にありがとうございまし
た。
　日本が恋しいなぁと思いながら見上げていた、
このアフリカの大きな
空。私をいつも励まし
てくれました。日本に
帰ればこの空や、ここ
の人たち、この生活を
恋しく思う日がくるこ
とでしょう。

近所の子供。最近、前歯が2本抜けまし
た！子どもの成長を見ていると、時間
の経過を実感します。

ザンビアのお母さん。私を支えてくれ
ました。ありがとう。

任地の景色。大きくて青い空。
たくさんの緑と、土の道。田舎でなに
もないけど、私の大切な場所です。

世界も、自分も、変えるシゴト。JICAボランティア参加者募集！
あなたの技術・経験を生かしてみませんか？開発途上国で、現地の人々と協働しながら、人づくり、国づくりに協力します。派遣期間は原則2年
間で、在職中の方が参加される場合は、勤務先に人件費などを補てんする制度もあります。募集期間4月1日(日)～5月14日(月)　消印有効

対象青年海外協力隊：満20～39歳　（応募締切日平成24年5月14日時点）日本国籍を持つ方
シニア海外ボランティア：満40～69歳（応募締切日平成24年5月14日時点）日本国籍を持つ方

対象 青年海外協力隊　シニア海外ボランティア

日時 4月8日（日）14時～16時日時

4月18日（水）18時30分～20時30分

場所 松山市男女共同参画推進ｾﾝﾀｰ　コムズ　5階大会議室

お問いあわせ：JICA(ジャイカ)四国　 TEL：087-821-8824　HP：http://www.jica.go.jp

体験談＆説明会(予約不要) 
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NZ GreetingNZの挨拶

Kia Ora!

Kia ora from Christchurch, New Zealand. Kia 
ora is the Māori (New Zealand’s indigenous 
people) word for hello and is a greeting that is 
regularly used in daily conversation. My name 
is Pam Hunt, and I’m a teacher of Japanese 
at Hillmorton High School in Christchurch.

Hillmorton High School has had a biennial 
exchange with Iyomishima / Shikokuchuo-shi 
since 1995. It is the highlight of many 
students’ high school years to be involved 
with it, both as somebody who is able to travel 
to Japan, and/or as somebody hosting a 
Shikokuchuo-shi student in New Zealand. I 
have been very fortunate to have been part of 
the exchange for many years now and am 
looking forward to the upcoming visit in April. 
It will be the sixth time that I have visited your 
city.

Christchurch is in the South Island of New 
Zealand, is its second largest city (population 
of approximately 368,000 people), is 
n i c k n a m e d ‘ T h e G a r d e n C i t y ’ a n d 
unfortunately has recently become famous for 
s u f f e r i n g a n u m b e r o f d e v a s t a t i n g 
earthquakes. Through the tragedy of losing 
lives, homes, jobs, and lifestyles however we 
have been blessed and humbled by immense 

generosity and kindness from throughout New 
Zealand, and the world. I would like to take 
this opportunity  to thank the members of 
SIFA for their kind donations to both 
Hillmorton High School and the city of 
Christchurch. They were gratefully received 
as we move forward into rebuilding our lives 
and beautiful city.

Being in the Southern Hemisphere, New 
Zealand will be in autumn around the time 
that we will be visiting Shikokuchuo-shi and 
Japan. It is always a delight to be able to see 
the new growth of spring (and hopefully  some 
cherry blossoms) at a time when New 
Zealand is moving into cooler weather.

The students who will be coming 
to Japan are very excited about 
the trip, and of course a wee bit 
nervous about it too. We are looking 
forward to meeting up with you, 
and would like to say a very big 
thank you in advance for 
everything that you do for us 
while we are visiting 
Shikokuchuo-shi. 
Yoroshiku 
onegaishimasu!

ヒルモートン校

地震後のクライストチャーチ大聖堂

クラ
イス
トチ
ャー
チ
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NZ GreetingNZの挨拶

キアオラ！

ニュージーランド（ＮＺ）のクライスト
チャーチ市からのキアオラを！キアオラとい
うのはマオリ語（ＮＺの先住民族の言語）で
こんにちはという意味で、現在の日常生活で
よく使われている挨拶です。私はパム・ハン
トで、クライストチャーチ市のヒルモートン
校の日本語の教師です。

ヒルモートン校と伊予三島／四国中央市の交
流は1995年に始まりました。日本に行ける学
生にも、また日本の学生をＮＺでホストする
学生にも、この交流は数多い高校生活の重要
な部分になります。私が四国中央市に行くの
は6回目になりますが、この4月に行けるのを
とても幸運に思っています。

NZの南島にある2番目大都市（約368,000
人）のクライストチャーチ市のニックネーム
はThe Garden City（庭の町）と言いますが、
残念ながら最近壊滅的な地震で有名になって
しまいました。しかし、人命、家、仕事など

が無くなっても、ＮＺ全部、または世界の
国々からの応援はとても感動しました。ヒル
モートン校・クライストチャーチ市への寄付
は私達のここでの生活と町を作り直すのに非
常に助かります。 この記事をお借りして四国
中央市国際交流協会へのお礼を申し上げたい
と思います。 大変感謝いたします。

南半球にあるＮＺは、四国中央市に訪問する
時には秋になります。ＮＺは涼しくなってい
る時に春の芽吹きと桜を見えるのが本当に楽
しみです。

日本へ行く学生はとても楽しみにしています
が、多少の緊張もあります。みんなと会える
のを楽しみにしています。四国中央市に受け
入れていただき本当にありがとうございま
す。よろしくお願いします！
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折り紙をしながら交流

4月に来日するヒルモートン校の生徒達（左から）：ジェシー•ロビンソン、
エレン•ウィリアムソン、カメロン•ワールトン、リッキー•ナース、メッグ•
ピッジョン、テーラー•ブラウン、マイケル•パーチェット



イベント情報

シェフ•ベンのアメリカ料理教室

親子で英語で遊ぼう！

ビーチパーティー

日　付：4月25日（水）
時　間：18:00～20:00
場　所：保健センター
講　師：ベンジャミン•デトラ
定　員：35名
参加費：一般：1,000円
　　　　会員：500円

　アメリカでフットボールやス
ポーツを観る時に必ず食べる人
気のバッファローウィングをALT
のベンジャミンと一緒に作って
みませんか。セロリや人参に
ぴったりのこの料理をぜひ試し
てみてね！

日　付：5月9日～6月20日　毎週水曜日
　　　（全7回）
時　間：15:00～16:00
場　所：保健センター
講　師：スシダバンチ知子
定　員：15名
対象者：3歳～5歳の子供
参加費：一般：5,000円
　　　　会員：2,500円

　3歳～5歳の子供を対象にアメ
リカで幼稚園の先生だった知子
さんと英語で遊んでみません
か。英語のサークルタイム、色、
番号、形、アルファベットなどを
楽しく練習しましよう！

日　付：5月20日（日）
時　間：11:00～13:00
場　所：寒川豊岡海浜公園
　　　　ふれあいビーチ　
参加費：事前連絡：一般／1,500円
　　　　　　　　　会員／500円
　　　　当日：一般／2,000円
　　　　　　　会員／1,000円
＊飲み物は販売しませんので、ご持参ください。
＊帽子、敷物などもあれば便利です。

　暖かくなってくると海岸に行き
たくなりますね！ふれあいビーチ
でアメリカ流ピクニックを楽しみ
ましょう！サンドイッチ、サラ
ダ、アメリカのお菓子いっぱい。
ビーチで楽しめるゲームもします
のでぜひ来てね！
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イベント情報

トムのスペイントラベラー2

韓国語講座

ジョナサンの初心者英会話4

日　付：5月9日～6月20日　毎週水曜日
　　　（全7回）
時　間：19:00～20:00
場　所：保健センター
講　師：トム•ニュートン
定　員：20名
対像者：初心者
参加費：一般：5,000円
　　　　会員：2,500円

日　付：5月10日～6月28日　
　　　　毎週木曜日（全8回）
時　間：昼：14:00～15:00 (初級～中級）　
　　　　夜：19:00～20:00 (初心者）
場　所：保健センター
講　師：森川優
定　員：昼：25名　夜：25名
参加費：一般：5,000円
　　　　会員：2,500円

日　付：5月16日～7月4日　毎週水曜日
　　　（全8回）
時　間：19:00～20:00
場　所：保健センター
講　師：ジョナサン•スシダバンチ
定　員：20名
対像者：初心者
参加費：一般：5,000円　会員：2,500円
教科書代：3,000円程度（Interchange)

　スペインや南米に旅行したい
と思っている方、興味のある方
に、トムのスペイントラベラー2
を紹介します。スペイン語の挨
拶、自己紹介、文法や単語など
を楽しく取り上げています。スペ
イン語を一緒に学びましょう！

　5月10日から韓国語講座が始ま
ります！韓国出身の森川優さん
は韓国語の基本を教えてくれま
す。２つの授業に分かれて、昼の
部は韓国語を勉強したことある
方の講座で、夜の部は韓国語を
初めて勉強する方の講座です。ぜ
ひきてね！

　好評のためジョナサンの初心
者英会話シリーズの4回目を行い
ます。週に1回英会話先生のジョ
ナサンと一緒にネイティブ英語
を勉強しませんか。以前に参加
した方も、初めての方も大歓迎
です！
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Last Word

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　金崎•合田•トム
TEL: 0896-28-6014 内線: 1352/1351
メール: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

http://www.sifaweb.jp

エコ発送実施！
希望する会員の方はPDF版会報誌を
メールでお送りいたします！一緒に
エコに取り組みましょう！希望者は
メールでお問い合わせ下さい。

編集    後記

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　山中健太郎

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。

One Year in Japan
    When I arrived in Japan 
at the beginning of last 
April the cherry blossoms 
were in full bloom. I 
studied abroad in Kyoto in 
the fall and winter of 
2008, so last spring was 
my first chance to see 
cherry  blossoms in Japan. 
I was happy to be starting 
my new life and my new 
job  here together with the blossoms of spring. It felt 
like an auspicious start to what was bound to be a 
wonderful experience. 
    It’s been one year since then. Shikokuchuo is no 
longer an unknown new town but rather my  home. 
Whenever I come home from trips around Japan, 
catching my first glimpse of the paper factory 
chimneys from the Matsuyama Highway is always a 
relief - I know I’ve made it home safely. My first 
spring, summer and winter here had their ups and 
downs but now, as the cherry  blossoms are about 
to bloom again, I feel like I’ve very much become a 
member of the Shikokuchuo community. 
    This feeling of belonging is why I would like to 
meet even more people, and plan and carry out 
even more events and classes this year, deepening 
Shikokuchuo’s relationship with the international 
community. Whether you always attend events or 

haven’t been able to for a while, I hope this year’s 
blossoms encourage you to also cultivate your own 
international growth. 

来日から一年
　去年の四月初旬、四国中央市に最初に着いた時、桜
が咲いていました。2008年に京都に留学した時は秋•
冬の時期だったので、桜を見るチャンスがなかったの
ですが、四国中央市に来て初めて日本で桜を見ること
が出来ました。その時期に日本での新しい生活や仕事
を桜と一緒に開くことが出来てとても嬉しかったで
す。これはさい先のいい経験になるっと感じました。
　それから一年。四国中央市はもう知らない町ではな
く、僕のホームになってきました。日本国内の旅行す
る時に、松山自動車道から製紙会社の煙突が見えると
ホットして、「ただいま」って感じになります。春、
夏、秋、冬をここで過ごして、辛い経験も嬉しい経験
もありましたが、また桜が咲こうとしているこの春
に、本当に四国中央市の一員になれたのだと感じてい
ます。
　だからこそ今年度またいろんな人と出会って、いろ
んなイベントや講座を行い、四国中央市の国際理解を
もっと深くしたいと思っています。いつもイベントに
参加してくれる会員の方もなかなか参加出来ない会員
の方も、桜のように国際感覚が開花できるよう、願っ
ています。

mailto:sifa@shity.shikokuchuo.ehime.jp
mailto:sifa@shity.shikokuchuo.ehime.jp
http://www.geocities.jp/iifawebpage
http://www.geocities.jp/iifawebpage

