
四国中央市
国際交流協会

平成26年5月10日（土）午後6時30分から総会が
行われました。 以下、議案通り可決されました。

• 議案第1号　平成25年度　事業報告について
• 議案第2号　平成25年度　決算報告について
• 議案第3号　平成25年度　監査報告について
• 議案第4号　国際交流協会規約改正について（案）
• 議案第5号　平成26年度　事業計画（案）
について

• 議案第6号　平成26年度　収支予算（案）
について

• 議案第7号　役員の改選（案）について

130人あまりの参加者が横山さんの音楽に
魅了されました。ドア・プラ
イズで賞品があたっ
た方おめでとう
ございます。
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4月24日から10日間、
ニュージーランドのヒ
ルモートンから12人の
生徒と2人の先生が四
国中央市で、市民の方と色々な交流をしま
した。2014年のヒルモートンの訪問につい
て、詳しくは次のページをご覧で下さい　▶
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▶4月24日から5月3日まで、ニュージー
ランドのヒルモートン校から14人が四国中
央市を訪れ、市内でホームステイをしまし
た。そして、 紙漉き、テレビに出演、市長と会
談、国際交流協会の歓迎会など、様々な経験をし
ました。広島では平和記念公園と宮島を観光し
て、食べ切れないほどの美味しいお好み焼き
を自分たちで作りました。また、別の日
には、金比羅山へ遠足して、YMCAの
曲にあわせてうどん打ちを体験し
たりしました。そして2日間三
島高校を訪問して新しい友
達を作り、色々な交流
をしました。帰国の
朝には、ホスト
ファミリーも
NZの皆も
涙を拭

いな
がら別
れを惜しみ
ました。ヒル
モートンの皆さ
ん、またどこかで会
いましょう！これからも
よろしくお願いします。

２　・　会報誌
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Thank
    you!

NZ



NEWS英会話教室では、短い記事で世界中の文化の流行
について勉強しました。韓国のオンラインダイニング、イ
ンドでサリの復活、ヨーロッパ政治家のラップバトル、ケ
ニャの結婚法律改正、芸術家バンクシーの新しい作品、ス
リランカから追放されたイギリスの観光客についての記事
を読みました。広く世界の新しい情報に触れ、色々と面白
いディスカッションができました。皆さん、また今度も来
て下さい！

NEWS 英会話

Event Flash報告イベント

会報誌　・　３

ALT Intro
Hello! My name is Chanae Brown and I’m from Virginia, near 
Washington DC. I teach at Mishima Minami Junior High and Mishimi 
Nishi Junior High. This is my second time living in Japan and one of my 
favorite hobbies is travel. I also enjoy cooking, reading, and having a 
good time. I’m very friendly and love making new friends so I hope we 
all get along. Nice to meet you!

こんにちは！はじめまして、新しいALTのシャネ・ブラウン
です。出身はバージニア州、ワシントンD.C.の近くです。今
年から三島南中学校と三島西中学校で英語を教えていま
す。旅行が趣味で、実は今回日本に住むのは二回目です。他
には料理や読書やグッドタイムも好きです。私はとても社交
的な性格で新しい友達を作るのが好きなので皆さんと仲良
くできたら嬉しいです。これからよろしくお願いします！

新ALTの紹介



from a cold New Zealand winter! My name is 
Masami Stewart and I’m a Japanese teacher at Orewa College. I’d like to give you a brief 
introduction to Orewa and our school, in anticipation of the visit to Shikokuchhuo City 
by 12 of our students and 2 of our teachers in July this year.
 
Orewa is a small town of about 7,500 people, and is roughly 40km North  of Auckland 
City--the biggest city in New Zealand with a population of approximately 1,370,000 
people. Orewa is famous for its beautiful beach, which is 2.5km long, called Orewa 
Beach. In the summer time the beach becomes very lively with a great many visitors who 
come to swim.
 
The relationship between Orewa College and Shikokuchuo City started in 2002. Since 
then, we have hosted visitors from Shikokuchuo City six times, and this July we will be 
visiting for the fourth time. During our last three visits we received a wonderfully warm 
welcome and the students and teachers were very grateful, so thank you very much.

 
Orewa College is a state-run secondary school, with seven year levels, from year 7 to 13. 
It is like a combined junior and senior high school in Japan. There are approximately 
1900 students who attend Orewa College, making it  one of the biggest schools in New 
Zealand. Year 7 and 8 students study Japanese for 10 weeks, but from year 9 Japanese 
becomes an optional subject  and students study for half a year. At year 10, Japanese 
becomes a full year course. The twelve students who are visiting this time are six year 11 
and six year 12 students. They all love Japan and Japanese language.
 
Also, this year is the third year since we started a letter exchange project between 
students who are studying Japanese at  Orewa College, and  both Junior and Senior high 
schools in Shikokuchuo City. I hope that this exchange will continue to  flourish and 
grow.

I would like to take this opportunity to thank Shikokuchuo 
City Council for their assistance.

There are two teachers accompanying the group. They are; 
Miss Lucia Ju who visited Shikoku Chuo City two years ago 
and loves Japanese culture (especially Japanese pop 
culture) and Mr. Singapore Broughton, our Maori 
language teacher who has been to Japan as a carpenter and 
built a house.

The students have been counting down the days until the 
Japan trip  since 6 months ago  on a whiteboard in my 
classroom and are getting more and  more excited about 
their visit. Thank you in advance for everything you do for 
us during these visits!

Yoroshiku Onegaishimasu!

４　・　会報誌
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New Zealandオレワ高校
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Greetinasからのご挨拶

四国中央市の皆さん、秋のニュージーラン
ドよりこんにちは！私はオレワカレッジで
日本語の教員をしております、スチュワー
ト昌美と申します。今回は、今年７月に我
が校の１２人の生徒と２人の教員が四国中
央市を訪問させて頂くにあたり、オレワと
オレワカレッジについて、簡単なご紹介を
させて頂きたいと思います。

オレワは、ニュージーランド最大の都市
オークランド(137万人)から、北へ約40km

行ったところにある、人口約7500人の小さ
な町です。オレワは、オレワビーチとい
う、2.5kmの美しいビーチで有名で、夏にな
ると多くの海水浴客で賑わいます。オレワ
カレッジと四国中央市の交流は、2002年に
始まり、これまでに四国中央市からは6度の
ご訪問を頂き、我が校も、７月に４回目の
訪問をさせて頂きます。これまでの３回の
訪問では、暖かく、そして盛大に迎え入れ
て頂き、生徒、教員共々大変感激しており
ます。本当にありがとうございます。

オレワカレッジは、公立共学の中等教育機関で、７年生(小学６年生)

から１３年生(高校３年生)までの７学年あります。日本で言う、中高
一貫校のような学校です。生徒数は約1900人で、ニュージーランドで
も大規模校の一つです。日本語の学習は、7、8年生は10週間、9年生
からは選択科目となり半年間、10年生からは一年間のコースになりま
す。今回訪問させていただく12人の生徒は、６名が11年生で６名が12

年生です。皆日本と日本語が大好きです。

また、我が校の日本語を学習している学生たちと、四国中央市内の中
学校・高等学校の生徒の皆さんとの手紙交流プロジェクトは、今年で
３年目を迎えます。プロジェクト開始当初からの多大なるご協力に感
謝致します。

今回の日本旅行の引率には、今回が２回目の訪問で、日本文化(特に
ポップカルチャー)が大好きなルシア･ジュ教諭と、日本へは以前大工
として家を建てに行った経験のある、マオリ語担当のシンガポール･
ブロートン教諭が参ります。

生徒たちは、半年前より、毎日黒板で日本へ行く日までの日数をカウ
ントダウンしています。日に日に近づいてくる訪問に胸を躍らせてい
ます。７月の訪問ではどうぞよろしくお願いします！

会報誌　・　５

こんにちは！こんにちは!
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Eventイベント
６　・　会報誌

NEWS 英会話
NEWS英会話のクラスでは世界中のイベントやトレンドについ
て英語で読んだり話したりします。今回は、南アメリカのびっ
くりする新しい流行！・2030までにロボットは人間より賢くな
る？・アメリカとロシアの間に新しい冷戦が始まった？こ
んな話題について読んだり議論したりしましょう。是非
来て下さい！

尓好 → ニハォ！中国語は、世界で一番ネイティブ
の多い言語です。そして中国は日本の一番大き
な貿易相手国です。そんな中国の言語や文化に
ついて学びましょう！中国人の秦先生は、基本
的な中国の知識や、毎日使う中国語の言葉など
色々なことを教えてくれます。この機会に是非来て

下さい。

日　程：　7月10日～8月21日　毎週木（全7回）
時　間：　昼：10:30～11:30　夜：19:00～20:00
場　所：　保健センター
講　師：　秦賜佳
定　員：　20名程度
対　象：　昼：初心者　　夜：準中級者
参加費：　昼、夜各　会員：2,500円、　一般：5,000円
教科書：　例解中国語入門（3千円程度）

入門！中国語講座

日　程：　7月9日～8月13日　毎週水曜（全6回）
時　間：　15:00～16:00　　場　所：　保健センター
講　師：　ショーン・モンゴメリー
定　員：　20名程度　　対 象：中級～
参加費：　会員：2,000円 　　一般：4,000円　　



最近ベトナム料理は日本でも広がっていますね。皆さ
んは食べたことがありますか。西条市のCIRでベトナ

ム人のレー先生が母国の文化や様々な美味しい料理を紹
介してくれます。メニューは揚げ春巻き 、 ナンプラーの冷

麺、バナナのチェー、スムージーなど。 どうですか？ウマそう？ 
なら一緒に作ってみましょう！（西条市共催）

7月1 1日から7月1 4日まで四国中央市に 
ニュージーランドの北島から12人の生徒
と2人の先生が来ます。4日間市内の家庭
でホームステイし、川之江高校にも訪問
し、交流学習を行います。歓迎会では
ニュージーランドの皆さんと話したり、 文化
交流を楽しんだりできます。みなさんでおもて
なししましょう！

Info情報

日　程：　7月13日（日）
時　間：　17:00～19:30（受付は16:30～）
場　所：　ホテルグランフォーレ　2階
参加費：　大人：3,000円・未成年：1,500円
申込期限：　6月20日（金）

NZ
NZ生徒の歓迎会

日　程：　8月9日（土） 　時　間：　11:00～13:00
場　所：　保健センター 　 講　師：　チュオン・ディン・レー
定　員：　30名　　　　　 対　象：　高校生以上
参加費：　会員：750円　         一般：1,500円
申込期限：7月14日（月）

会報誌　・　7

ベトナム料理教室



が、なぜだか少しワクワクしていま
す。国際交流ってまだまだよくわか
りません。でも自分の知らなかった
世界を教えてくれることは確かで
す。これからもたくさんの人に出会
い、たくさんのことを教えていただき
ながら未知の世界をみなさんと一緒に
楽しみたいと思っています。
　私は外国語が全く話せません。そんな私
と同じような方も楽しめる国際交流事業をこ
れからも行っていきますので、みなさんどんどん
ご参加ください。お待ちしています。

▶みなさん、はじめまして。石川・友紀
（いしかわ・ゆき）です。４月１日付け
の人事異動により市民交流課国際交流係
に配属となりました。現在2ヶ月目に突
入しましたが、初めは正直に言って「Somebody help me!!」の
日々でした。
　しかし！そのSomebodyはすぐ近くに、それもたくさん
いてくれました。同僚はもちろん、SIFAの方々、
このひと月余りに出会ったすべての方々に助
けられていたのです。それに気づいたとき
すごく力が湧いてきました。
　不安な日々に変わりはありません

▶この度、国際交流係長を退き国際交流所管の課長となり
ました。担当時はハロウィンパーティやＢＢＱなど、みなさ

まとイベントを考えて実施をしたりと、大変
楽しく仕事をさせていただくことがで
きました。この場をお借りして、
会員の皆さまに感謝を申し上げ
ます。今年度より少し立場は
かわりますが、引き続き国
際交流や多文化共生につい
て、支援をしていきたい
と考えておりますので、
会員のみなさまにおかれ
ましても、どうか、ＳＩ
ＦＡのイベントにご参加い
ただき、楽しんでいただき
ますようお願いいたします。
　 また、私の後任には、石川

友紀さんが着任しましたので、
私、同様お声をかけていただきますよ

うお願いいたします。

`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

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。

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。

Staff Introsスタッフ挨拶

石川友紀
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金崎佐和子
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