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16:00 〜 18:30
ハロウィンパーティー

13:00 〜 15:00
パンプキンランタン作り

福祉会館４階多目的ホール

参加費（１人）：
＜予約＞ 200 円 (SIFA 会員）
　　　　300 円 ( 一般）
＜当日＞ 500 円 (SIFA 会員）
　　　　1000 円 ( 一般）

参加費 （１家族１個）:
＜要予約＞ 1000 円（先着 15 組）

予約したら風船が
もらえるよ！

イベント内容
 㭶 仮装コンテスト
 㭶 ゲームブース巡り
 㭶 バルーンアート
 㭶 ぬりえコンテスト／この瓶にアメは何個？
 㭶 ステージイベント「ジェレミーとハロウィンソング＆ゲーム」

時間 内容

16:00 〜 16:15 ステージイベント

16:15 〜 17:30 ゲームブース

17:30 〜 18:10 仮装コンテスト

18:10 〜 18:30 表彰式・集合写真

当日スケジュール 景品情報
ジェレミーとハロウィンソング＆ゲーム
ジェレミーからのサプライズプレゼント

仮装コンテスト

参加賞：ハロウィントイレットペーパー
子供の部グランプリ：ハロウィンケーキ（3000 円相当）
大人の部グランプリ：お食事券（5000 円分）

ぬりえコンテスト（上位 3名）

ハロウィンお菓子詰め合わせ（1000 円相当）

この瓶にアメは何個？（上位 3名）

外国のお菓子詰め合わせ

途中参加 OK!
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S I F A  T i m e s

問い合わせ・申し込み
四国中央市国際交流協会

TEL: (0896)28-6014    EMAIL: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp   WEB: www.sifaweb.org/contact

ジェレミー・ラニグさん
アメリカ出身、高松市在住



　8 月 17 〜 18 日の間、1 泊２日のイングリッシュキャンプを行いました。市内の中学３
年生 30 人が参加してくれました。参加者、各学校の ALT は 7 チームに分かれていろ
んな英語活動を通じて対決をしました。今回一番人気があったゲームは「Flip Cup」と

「Alphabet Hunt」でした。生徒たちは２日間いろんな英語ゲームに挑戦したり海外の
食べ物を食べてみたり、とても貴重な体験ができたと思います。これをきっかけで英語をもっ
と好きになってほしいです。今年のチーム対決の優勝者は「イエロー」チームでした！ お
めでとうございます！来年のイングリッシュキャンプもお楽しみに！
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　７月 23 日（日）に防災センターで災害時多言語センター研修会を行いました。NPO
法人多文化共生マネージャーの柴垣禎さんと京丹後市国際交流協会事務局長の麻田友
子さんを講師にむかえて災害多言語センターの運営や広域多市連携パートナーシップ協
定について学びました。講義の後のワークショップでは、災害が発生し災害多言語センター
を設置した時の役割や仕組みについて話し合いました。この研修を通じてたくさんのことを
学び、とても有意義な時間を過ごしました。将来、国際交流協会は研修で学んだことを
活かしたいと思います。

　8 月31 日（木）に市国際交流員ルシア・ジュが四国中央市ボランティア市民活動センター
主催の研修会で「海外のボランティアから学ぼう！」をテーマに講義をしました。世界で
行っている「OECD 幸福度（よりよい暮らし指数）」と「世界寄付指数ランキング 2016」
の調査をもとにボランティアについて説明しました。ほかにルシアの経験にもとづいてニュー
ジーランドのボランティアの現状についても話しました。新しい視野でボランティアのことが
分かり、とても有意義な時間でした。

　9月13日（水）に福祉会館4階で第12回中学生海外派遣事業の結団式と説明会を行いま
した。今年は市内6中学校の生徒18名が、11月26日〜12月6日の11日間ニュージーランド
北島のオレワで学校交流やホームステイを体験します。9月20日（水）からは２ヶ月にわたる
事前研修が始まります。事前研修では英会話、パフォーマンスの準備、ニュージーランドに
ついて学び、現地研修に向けて様 な々準備をします。

　９月３日（日）にジョイフル川之江店
で英語カフェ②を行いました。市国
際交流員とALTがグループに分かれ
てみなさんのレベルに合わせて英語
で話しました。また、参加者のみなさ
んは見せたい雑誌や本を持ってきて
話もしました。最後まで話が盛り上が
り、店を出るまで続きました。

　8月1日〜9月12日の間の毎週火曜
日に全６回のニュース英会話①を行い
ました。今回はみなさんの意見を最初
に聞いて議論した後、意見が変わって
いくのかをみました。今回、議論した記
事の内容は北朝鮮の核実験問題、気
候変動、いろんな法律問題などについ
て熱く議論をしました。

今年の優勝チーム

News Flash



韓国語の魅力にハマってみよう！「韓国語講座初級②」

日 程：　11月26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／市内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：11月22日（水）
※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ok です！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！

　ショーン先生と英会話を勉強しよう！テキストをもとに英会話で使
える様 な々文法、単語、フレーズなどを学ぶことができます。そして、
学んだことを会話で練習もしますよ！

日 程：　11月15日〜12月13日　毎週水曜日（全5回）
時 間：　19：00〜20：30　
　　　　※今回は１講座90分です。
場 所：　保健センター2階　研修室
　　　　※11月29日は福祉会館3階　会議室2
定 員:　 20名
講 師：　ショーン・ソルバーグ
対 象：　初心者（高校生以上）
　　　　※初心者英会話②から続けて学びたい方、
　　　　　初めて勉強する方、大歓迎！
参加費： 2500円（会員）／5000円（一般）
教科書代：3000円
締め切り：11月2日（木）

日 程：　11月16日〜12月21日　毎週木曜日（全5回）
　　　　※11月23日はお休みです。
時 間：　19：00〜20:30
　　　　※今回は1講座90分です。
場 所：　保健センター2階　研修室
　　　　※11月30日と12月21日は福祉会館３階　会議室2
定 員:　 20名
講 師：　ルシア・ジュ（国際交流員）
対 象：　初級〜（高校生以上）
　　　　※韓国語講座①から続けて学びたい方
　　　　　初めて勉強する方、大歓迎！
参加費： 2500円（会員）／5000円（一般）
教科書代：2000円
締め切り：11月2日（木）

　ルシア先生と韓国語を学びましょう！日常会話で使えるフレーズや基礎単語などを教え
ます。また、韓国語の文字「ハングル」も学び、韓国語が読めるようになります！さらに、
韓国の文化（ドラマ・KPOP など）についても話し合いましょう！　　

ショーン先生と楽しく英語を学ぼう！「初心者英会話③」

英会話の練習は「英語カフェ③」

イベントの申し込み方法
TEL: (0896)28-6014
EMAIL: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp
WEB: www.sifaweb.org/contact

Event Information



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　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

My name is Lucas Buechler. I am from Montana, in the United States. I went to Montana State University in 
Bozeman MT. I majored in history with a focus on Japanese history and Japanese literature. I like almost all 
Japanese foods including natto, with the exception being tako and ika. I am currently working towards the 
JLPT N3. I hope that I can make many friends during my time in Shikokuchuo.

Hello! My name is Matthew Ellis. I am from South Africa. My interest in Japan began when I got my first guitar, 
an acounstic Yamaha made in Japan. Since then, I have been fascinated by Japanese arts and culture. In uni-
versity I studied Jazz majoring in guitar. I also studied “Gagaku” (traditional Japanese instrumentation). My 
favourite Japanese jazz artists are Sadao Watanabe, Akira Jimbo and Hiromi Uehara. I am also interested in 
sport. I like to watch soccer and rugby. It has always been my dream to come to Japan and I am very excited 
to be here. I look forward to meeting you all!

Lucas Buechler

Matthew Ellis

　私の名前はマシュー・エリスです。南アフリカから来ました。日本を好きになったきっかけは初め
て日本製のギター（YAMAHA）を手に入れたときです。そのときから私は日本の文化や芸術に深く興味
を持つようになりました。大学の専攻はギターでジャズを勉強しました。さらに、雅楽も学びました。
私の好きな日本のジャズアーティストは渡辺貞夫さんと神保彰さんと上原ひろみさんです。また、ス
ポーツにも興味を持っていて、特にサッカーとラグビーを観戦するのが好きです。ずっと前から日本
に来るのが夢だったので今とても嬉しいです。みなさんに会える日を楽しみにしています！

SIFA 掲示板

イベントボランティア募集中

ハロウィンパーティー
日にち：　10 月 29 日（日）
時 間 ： 　9:00 〜 20:30
　　　　※短時間のお手伝いも大歓迎。
　　　　※昼食を準備します。
場 所 ： 　四国中央市福祉会館
　　　　　4 階多目的ホール
対 象 ： 　高校生以上
服 装 ： 　動きやすい格好
　　　　  ※ 仮装の準備もお願いします。

ボランティア内容：　

締切：10 月 16 日（月）

 # 会場準備
 # 受付
 # イベント運営
 # 片付け

クリスマス交流会

日にち：　12 月 16 日（土）
時 間 ： 　16:00 〜 21:00
場 所 ： 　四国中央市福祉会館
　　　　　４階多目的ホール
対 象 ： 　20 歳以上

運営ボランティア内容：

ギター演奏ボランティア：

締切：11 月 24 日（金）
※イベントの詳細は次回の SIFA Times で
お知らせします。

★会場準備
★受付
★イベント運営
★片付け

★クリスマスソングの演奏
（フリーセッション）

九州北部大雨災害義援金
　平成 29 年 7 月に九州北部を襲った
大雨により、人的・物的被害が発生し
ました。この災害で被災された方 を々
支援するため、下記の通り義援金を受
付けします。ご寄付いただいた義援金
は日本赤十字社を通じて、金額、被災
者救済のために贈呈をいたします。

　多くの皆様からの温かいご支援をよろ
しくお願いいたします。

募金期間：11 月 15 日（水）まで

設置場所：
各庁舎市民窓口センター・市民交流課

写真：日本赤十字社のホームページ

日本語
　私の名前はルーカス・ビークラです。アメリカのモンタナ州の出身
で、ボーズマン市にある Montana State University を卒業しました。
専攻は歴史で、特に日本史と日本文学を勉強しました。私は納豆を含めて大体の日本食が好きですが、
タコとイカは嫌いです。現在は日本語能力試験の N3 を目指しています。四国中央市にいる間にたくさ
んの友達を作りたいと思います。

ENGLISH

新 ALT 紹介

日本語

ENGLISH


