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❷　イベントフラッシュ

Event Flash フラッ シ ュ

SIFA設立10周年記念総会
　2005年、四国中央市の誕生にともなって発足した四国中央市国
際交流協会（SIFA）が、今年で設立10周年を迎えました！それを記念し
て、5月16日（土）に記念総会&パーティを開催しました。
　記念総会では、NPO法人「国際地雷処理・地域復興支援の会」理事長であ
り、地雷処理専門家としてカンボジアで活動を続ける高山良二さんを講師
に迎え、「平和の種になりたい〜地雷原の村での戦略〜」と題した講演を行
いました。高山さん自らが撮影した、現地での実際の地雷除去の様子や現地
の人々の生活の様子を交えながらお話いただき、「平和とは何か」「私たち
に必要なことは何か」を考えさせられる講演となりました。
　また、総会終了後の記念パーティでは、「文化交流は食べ物から！」を
テーマに、いろいろな国の食料品などが当たるビンゴゲームも開催しま
した。
　ご参加いただいた方からは、「高山先生の講演は、とても臨場感があ
り、非常にためになった」「パーティで多くの人と交流ができて楽しかっ
た」との声をいただきました。
　当日お越し頂いた方々のおかげで、大変素晴らしい記念総会&パーティに
することができました。本当にありがとうございました。当協会は今後も「市民に信
頼される協会」「市民に親しまれる活動」「多文化共生の社会づくり」にまい進したい
と考えておりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

平成27年5月16日現在
（敬称略50音順）

■法人会員
アイネット株式会社
社会福祉法人愛美会
アイム株式会社
旭調木株式会社
石川製紙株式会社
株式会社石松
イトマン株式会社
医療法人共生会井上整形外
科クリニック
井原工業株式会社
株式会社今村紙工
株式会社受川組
ウマ商事株式会社
梅錦山川株式会社
エノキパルプ鉄工株式会社
大髙製紙株式会社
株式会社大西建設
岡田電機株式会社
カクケイ株式会社
有限会社果山園
医療法人加地医院

ご協力ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
カミ商事株式会社
岸良一建築設計事務所
株式会社キノシタ（磯の匠）
協和紙工株式会社
株式会社キンセイ
有限会社熊野養鶏
株式会社高栄製作所
合鹿製紙有限会社
株式会社ゴウダ
合田汽船株式会社
サトー産業株式会社
三愛株式会社四国工場
三合商事株式会社
三星道路株式会社
学校法人四国音楽学院
社会福祉法人四国中央市社
会福祉協議会
公益財団法人四国中央市体
育協会
四国テクノ株式会社
新興電機株式会社
シンワ株式会社
淳製紙株式会社
株式会社スギウラ
税理士法人鈴木会計事務所

株式会社瀬戸内組
太平紙器株式会社
株式会社瀧本鉄工建設
大王海運株式会社
大王製紙株式会社
大黒工業株式会社
大富士製紙株式会社
医療法人中央歯科クリニック
株式会社中央ステンレス
株式会社ティ・アモ
遠山産業株式会社
戸田汽船株式会社
有限会社豊岡農場
トーヨデンサン株式会社
トーヨー・ロジテック株式会社
有限会社中西電気商会
日新ハウジング株式会社
尾藤建設株式会社
有限会社福井印刷所
株式会社フロントエンド
星高製紙株式会社
有限会社マルキン
マルマストリグ株式会社
三島運輸株式会社
三島工業株式会社

■平成27年度 総会議事　以下、議案の通り可決承認されました。

・ 議案第1号　平成26年度事業報告について
・ 議案第2号　平成26年度決算報告について
・ 議案第3号　平成26年度監査報告について

・ 議案第4号　平成27年度事業計画（案）に ついて
・ 議案第5号　平成27年度収支予算（案）について
・ 議案第6号　役員の改選（案）について

有限会社明和紙工
株式会社モリオト
森下製紙株式会社
山下工機株式会社
やまと印刷株式会社
山中商事株式会社
ユニ・チャーム株式会社
株式会社ワールド・マリン

■団体会員
伊予三島ライオンズクラブ
伊予三島ロータリークラブ
うま商工協同組合
愛媛県立三島高等学校
四国中央市ラグビーフット
ボール協会
四国中央法皇ライオンズク
ラブ
四国中央ユネスコ協会
瀬戸中央テック協同組合
生の音楽を聴く会
Four-C
三島柔道会



Seminar Flash

New Comer!!　〜新しいALTを紹介します〜

フラッ シ ュ

セミナーフラッシュ・セミナー情報・ALT new comer　❸

こんなセミナーもありました♪
■初心者英会話

　4月2日（木）から始まっ
た「初心者英会話」。今回
の講師は国際交流員のシ
ョーン・モンゴメリーと、新
しくシカゴから来たショー

ン・ソルバーグさんの”Wショーン”！挨拶から始まり、自
己紹介や質問の仕方など、
英会話の基本からわかりや
すく教えてもらいました。最
後の授業では、みんなでポ
ットラックパーティも開催
し、英会話の勉強だけでなく英語仲間との交流もでき
ました。みんなGood Job！

■ホンジュラス料理教室
　5月22日（金）に、「ホンジ
ュラス料理教室」を開催し
ました。ALTのブライアン・
メヒアさんと、彼のお母さ
んであるノエミ・コックラ
ンさんを講師に迎え、ルー
ツであるホンジュラス料理

を教えてもらいました。みんな初体験の料理に四苦八
苦…。でも、ブ
ライアンさん
やノエミさん
の手助けもあ
って、みんな大成功！とってもおいしく頂きました♪

 Hello,
 My name is David Phil-
lips. I am 24 years old 

and I am from Minnesota, USA.  Minnesota is very cold 
and it snows a lot. So I do not like the winter.  I studied 
Asian Studies and Japanese in college.  I love the cul-
ture, language and mythology of Japan. My hobbies 
are sports, video games and reading.  While I am in Ja-
pan I want to study Japanese, travel and eat lots of new 
foods.
 Thank you,

　初めまして、
　私はデビッド・フィリップスです。24歳です。アメリカの
ミネソタから来ました。ミネソタはとっても寒くて、雪が
たくさん降ります。なので、冬は嫌いです。専門は日本語
とアジア研究です。日本について好きなことは文化とか
言語とか神話学です。趣味はスポーツやテレビゲームや
読書です。日本では日本語を勉強したり、旅行したり、た
くさん新しい食べ物を食べたりしたいです。

どうぞよろしくお願いします。

David Phillips
デビッド・フィリップス　　です。

Seminar Info
セミナー参加者募集

　県国際交流協会と一緒に、国際交流・異文化交流を
深めるため、参加型講座を開催します。中国・韓国国際
交流員や、ハワイからのサマーインターン生を講師に、
それぞれに縁のある形で紙のモビールを製作します。
ぜひご参加ください！

■国際交流チャレンジ講座
「モビールでもっと世界をまなべーる！？」

日時：　7月25日（土）　13時30分〜15時30分
場所：　四国中央市保健センター
定員：　親子 20組　※定員になり次第締切
参加費：　500円
持参品：　はさみ、持ち帰り用袋



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

http://www.sifaweb.jp

ネパール地震救援金に、
ご支援・ご協力を宜しくお願いいたします

スタッフ紹介

　ネパールの首都カトマンズから北西80キロメートル
付近を震源とするマグニチュード7.8の地震が4月25日に
発生し、死者はネパールでは7600人を超え、周辺国のイ
ンドや中国、バングラデシュでも死者が出ています（5月
6日現在）。
　当協会では、ネパールでの救援・復興活動を支援する
ため、四国中央市と共同で募金を受け付けております。
　みなさまの温かいご支援・ご協力を何卒宜しくお願い
いたします。

■募金箱設置場所　各庁舎市民窓口センター・
　　　　　　　　　市民交流課

Farewell

　みなさま、こんにちは。突然
ですが、この度宮城県山元町
へ異動となりました。
　この2年間、あっという間で
したが、SIFAでの事業を通し
て、本当に多くの出会いと様々
な体験をさせていただきまし
たことを大変嬉しく、感謝して

おります。これら全て、私の貴重な財産です。
　今後とも変わらずお付き合いいただければこれ以
上の喜びはありません。みなさまのご健勝と益々のご
活躍をお祈り申し上げます。本当にありがとうござい
ました。

堀池　浩一郎 Welcome

　みなさま、はじめまして。4月
から、協会事務局担当になりま
した、青木 大（あおき ひろし）
と申します。
　元々私は英語が好きな方で
すが、やっぱり頭にあるのは「
お受験英語」なようで、初心者
英会話で”How are you?”に返
すちょうど良い返答を教わり、目からウロコでした！（もち
ろん、”I’m fine thank you, and you?”ではありません（笑））
　そんな日々勉強な毎日が続くと予想されるこの仕事
ですが、精進して参りますので、みなさまどうかよろし
くお願いします！

青木　大

（写真は日本赤十字社ホームページから）


