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News Flash
ハロウィンランタンパーティー

　10月 16日（土）、しこちゅ～ホールエントランスホールと小ホールでミニ
ハロウィンを行いました。去年と同じ少人数でのイベントを今回は屋内で行い
ました。規模は小さくても子供の衣装がとても可愛くて、ランタン作り、ピ
ニャータ打ち、お化け屋敷などで笑顔がたくさん見えました。最後に高校生ボ
ランティア全員が「ハロウィンじゃんけん」大会を手伝ってくれました。ボラ
ンティアの皆さん、どうもありがとうございました。今後も SIFA と一緒にハ
ロウィンを楽しもう。

英語カフェ④

　11月 13日（土）、しこちゅ～ホールで英語カフェ④を行いました。5ヵ国
出身の 19人が集まって 90分会話しました。会話リーダーも日本人の方も初
めての参加が多かったです。那須グレースさん、ジュンさん、タリアさん、会
員と一般の参加者の皆さん、また会いましょう。

 CIR 派遣

　10月 12日（火）、川之江小学校
を訪問しました。世界のお金、アメ
リカの世界遺産、命令ゲームなどを
一緒に楽しみました。英語の先生と
ALTと 3人で授業をしました。

　10月 20日（水）、長津小学校を訪
問しました。明るい１・2年生と一緒
にゲームや踊りを楽しみました。

　10月 6日（水）、川滝小学校を訪
問しました。1－ 4年生とアメリカ
のお祭りや食べ物について発表し、
踊りや歌を楽しみました。

　10月 22日（金）、小富士小学校
を訪問しました。5年生に世界の衣
食住について発表してからみんな
で、足伸ばしじゃんけんゲームを楽
しみました。

　10月 26日（火）、土居小学校を訪
問しました。世界のお金や衣食住に
ついて話してから体育館で色増え鬼
ごっこやマカレナダンスをしました。

　11月 10日（水）、南小学校を訪
問しました。音楽発表会の前日に踊
りや歌を１・2年生と一緒に楽しみ
ました。

　10月 11日（月）、オンライン英会話をしました。今回は 3回目で旅行や人生について英語で話し、
ことわざの「人生は山あり谷あり」の英語を考えました。直訳の “Life has mountains and 
valleys” は詩的な感じだけど、“Life has its ups and downs” 或いは “Life is a roller 
coaster” の方がよく言われています。

　12月 16日～ 1月 25日のあいだはオンライン英会話はお休みです。

ニュースフラッシュ
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Event  Info

日にち：2月 26日（土）
時間：12：00～ 17：00
場所：しこちゅ～ホール
対象：20歳以上
内容：ブース運営補助
イベント運営補助
片付け　など
締切：1月 31日（月）
※時間は変更になる場合があります。

SIFA 掲示板

国際交流フェスタボランティア募集

　カジュアルな英語サロンを川之江と三島で開催
します。近くの方、参加をお待ちしています。

エース •ザ •TOEIC
　TOEIC と言う英語検定を聞いたことがありま
すか？日本の「英検」と違い、不合格がなくて、
誰でも必ず点数がでる、全世界で活用されてい
る試験です。
　英語学習のちょっとした刺激が欲しい英語中
級者は是非この TOEIC 教室に参加してみて下さ
い。

イベント情報

日程：12月 9日（木）
　　川之江ふれあい交流センター、会議室１
　　　12月 14日（火）
　　市民交流棟、2階会議室
時間：10：30 ～ 11：05
定員：各 4名
講師：クルーズ・ダニエル（市 CIR）
対象：初級～上級の SIFA 会員（高校生以上）
参加費：無料
締切：12月 7日（火）

日程：1月 27日、2月 3日、10日、17日、24日、
3月 3日（木曜日、全 6回）
時間：19：00 ～ 20：00
場所：市民交流棟 2階会議室
定員：12名（最少催行人数 5名）
講師：クルーズ・ダニエル（市 CIR）
参加費：2,000 円（会員）、4,000 円（一般）
（教科書代は 3,000 円程度が別途に必要です。）
対象：中級～
締切：1月 18日（火）

※状況により、イベントの中止や変更する場合があります。
※マスクの着用など、感染症予防対策をお願いします。

英語サロン（会員限定）



Welcome, Astrid and Talia!
 Hello, my name is Astrid Westerbeek and I am from Nelson, New Zealand. I grew 
up in The Netherlands where I graduated from Utrecht University. I studied English 
Language and Literature, not thinking I would ever become a teacher. Twenty years 
ago I emigrated to beautiful New Zealand which I now consider my home. After a 
life changing event in 2016 I walked part of the Ohenro san 88 temple pilgrimage. It 
was the most amazing experience; the temples are peaceful and beautiful, the people 
friendly and the food great. And since then I have wanted to live in Japan for a while. 
I love visiting temples and shrines. I also enjoy walking, reading and quilting, and 
playing outside with the students during play time.
 こんにちは、ニュージーランド・ネルソン市のウエステルビーク・アストリッドです。育ちはオラ
ンダで、フトレヒト大学を卒業しました。先生になるつもりは全然なかったですが、専攻は英文学で
した。20年前美しいニュージーランドに移住し、今はニュージーランド人です。2016 年に人生が変
わり、初めて四国 88ヶ所の東部を歩き遍路として回りました。素晴らしい体験でした。名刹がのど
かで美しくて、人が親切で食べ物も美味しかったです。それ以降しばらく日本に住みに来たかったで
す。お寺や神社参り、散歩、読書、キルティング、学校で子供と遊ぶことが好きです。

 Hi! My name is Talia Fisher and I come from Ottawa, Canada. I’m so excited 
to be here in Shikokuchuo as an ALT! Last year I graduated from the
University of Ottawa in International Development and Globalization. I also did 
a minor in Asian Studies and have been learning Japanese for a few years. 
I can’t wait to keep learning while I’m here. I love hiking and cycling and I 
am very excited to get to explore the trails around Shikoku. If you have any 
recommendations please let me know! I look forward to meeting you all.

　こんにちは、カナダのオタワ出身のフェッシャー・タリアです。ALT として四国中央に来られて、
わくわくしています。去年オタワ大学の国際発展とグローバル化学科を卒業しました。副専攻はア
ジア学科で数年日本語を勉強してきました。今後ももちろん日本語の勉強を続けたいです。山登り、
サイクリングが大好きで四国の道を検索するのはとても楽しみです。野外のお勧めの場所があれば、
教えてて下さい。皆さんに会う機会を楽しみに待っています。

新型コロナウイルスワクチン接種について

　対象となる 12歳以上の 80％を超える方が接種
済または接種予定となっていることから、11月中
旬からは接種できる病院や時間が限られています。
予約は電話とインターネットで受付けています。

英語・中国語・ベトナム語などでも受付できます。
ホームページは Language からいろいろな国の言
葉にできます。

 海外渡航のためにワクチン
接種証明が必要な場合は、
地域医療対策室感染症対策
係（電話 0896-28-6208）
で発行しております。海外
渡航を検討されている場合
は必要書類等を確認し、お
早めに申請してください。

https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/vaccine/22331.html

 日本語版とは別に英語版も作成しております。参考にしてください。

４ 新あいさつ＆ワクチン接種について

          電話予約（でんわ）：
　    0570-057-089 　
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全てが大きいテキサス
　アメリカ合衆国の 50 州の中で人口も面積も国第２位を誇るテキサス州は「アメリカ」のイメージ
に大きく迫ります。「カウボイ」文化で有名ですが、多様性があり、州のそれぞれの地域に色々な文
化や見どころがあります。Welcome to Texas, y’all.

サンアントニオ
　テキサス州内の最大都市で、アメリカ合衆国で
４位です。文化、遊び、レストランで溢れる賑や
かな都会です。ヒューストンから日帰りでガルベ
ストン島へ足をのばせば歴史的なダウンタウン
の街並み、季節のお祭りや美しいメキシコ湾等を
楽しめます。ガルベストンとヒューストンの間の
ジョンソン宇宙センターもお勧めです。

　ヒューストンはテキサス最大の都市ですが、ダ
ラス・フォートワース・アーリントン都市圏は
ヒューストン都市圏より人口が多いです。テキ
サス文化を満喫できるスポットはステート・フェ
ア・オブ・テキサス（歴史的なフェアパーク）、シッ
クス・フラッグス遊園地、ダラスカウボーイズ人
気アメフトチームなど沢山あります。

　南テキサスのこの都市ではリバー・ウォーク
観覧船に乗ったり、テキサス文化研究所に行っ
たり、国際博覧会のために建てられたタワー・
オブ・ジ・アメリカズの超高層レストランで食
事もできます。米国の世界遺産である 17世紀
のサン・アントニオ伝道施設群やアラモ砦（1836
年の戦いの舞台）もお勧めです。

　テキサス州の州都オースティンではハイテク会
社の拠点の他、文化に溢れています。テキサス大
学、州会議事堂、そして例年 3月の「サウスバイ
サウスウエスト」と言う音楽祭・映画祭・インタ
ラクティブフェスティバルもあります。音楽が好
きならばサウスコングレスの音楽クラブに行くこ
とができ、夏の夕方コングレス・アベニュー橋に
アメリカ市街最大のコウモリの大群も見えます。

答えは 2月号に掲示します。

２）今までテキサスはいくつの国に所属した
ことがある？

１）スペイン語を第１言語と使う人は
テキサス州民の何パーセント？

ひとつ星の州

ダラス・フォートワース オースティン

ヒューストン

ミニクイズ



お申し込み•お問い合わせ
四国中央市国際交流協会

地域振興課国際交流係　山川•仁野•クルーズ
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。

テキサスグルメ

ファヒータ

水泳 チュービング 乗馬 ハイキング

チキンフライドステーキバーベキュー

チェコ発祥の、菓子 & 惣菜パ
ン。最近ハラペーニョソーセー
ジバージョンが人気になった。

卵、豆、肉、アボカドなど
を混ぜトルティアに入れ、
美味しく食べられる朝食。

　海鮮料理が好きならば是非。メ
キシコ湾の大きな海老フライ。（テ
キサス発祥ではないがパンフライド 
キャットフィッシュも最高。）

チリ: チリコンカンの省略。テキサ
ス風チリは切った牛肉やミンチ、香
辛料と野菜の煮込み。温かいコー
ンブレッドと一緒に食べのが一番。

（豆入りチリもある。）

　メキシコ湾の温かい
海水と白浜を楽しみや
すい場所の一つは南テ
キサスのパドレ・アイ
ランド（コーパスクリ
スティ市より近い）。

　サンアントニオ市
から１時間のニュー
ブラウンフェルズで
透明な水に浮かぶの
が大人気です。浮か
びながらの飲料は
OK.

　馬に乗りながらビッ
グベンドランチ州立公
園、ヒルカントリー州
立自然区、パロデュロ
キャニオン州立公園を
楽しもう。

　テキサス西部の国立公
園ビッグベンド国立公園
とグアダルーペ山脈国立
公園で歩きながら大陸の
巨大さを感じながら美し
い景色を眺めることがで
きます。

テキサスで楽しめるアクティビティー

ガルフ・シュリンプ

コラーチ

　地域によって種類と食べ方
は色々だが、ブリスケット（長
時間オーブンで焼く肩ばら
肉）が一番有名。

　小麦粉の衣をまぶして（焼き鳥
（フライドチキン）のように）揚げ
た牛肉。クリームグレービとあわせ
るのが一番。

 グリルした牛肉や野菜
を小麦のトルティーヤ
に乗せる料理。人気の料理店 “Ninfa’ s” 
( ニンファーズ ) で初めて作られて、今でもそ
こで注文できます！

ブレクファスト・タコス


