
四国中央市
国際交流協会

平成２５年度の四国中央市
国際交流協会総会は5月25
日に行います。平成24年度
事業実施報告、25年度事業計
画、役員改選について話をし
ますので、ぜひ来て下さい！後
で、岳人山先生が尺八の演奏や国
際交流のトークをしてくれます。ポッ
トラークやじゃんけんバトル、ドアプライズ
もあるので、参加して下さい！楽しいイベントになりそうです！
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平成25年度の
四国中央市国際交流協会

5月25日 (土)

総会

18時30分～
福祉会館 4階多目的ホール

四国中央市国際交流協会会報誌



４月から森川先生が中級と上級
の韓国語教室を昼と夜に教えてい
ます。韓国語で韓国の文化、音楽、
ドラマ、食べ物などについて話をしてい
ます。森川先生の教え方が優しいから、
みんな頑張っています。
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４月からショーン先生と一緒に１５人が英語でニュー
スについて論議をしています。日本の英語の教育、イ
ンターネットの政治運動、シリアの紛争、ドラッグ、北

朝鮮などについて英語で読んだり話したりしました。新し
い単語や表現を習ったり、現在周りで起こっているイベン
トについてディスカッションするのは楽しかったです。次回
も来て下さい！

昨年につづき、今年もショーン先生が愛媛県産業技
術研究所紙産業技術センターで英語や異文化について
講師をしています。愛媛大学の大学院生はクラスで英語
によるディスカッションや発表をしたり、自分の文化や研
究について話をしています。

Eventイベント

韓国語教室

ニュース英会話

愛媛大学英会話講師

報告Flash



Staff Introsスタッフ挨拶
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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。
平成25年5月1日現在
（敬称略５０音順）

■法人会員
社会福祉法人愛美会
石川製紙株式会社
磯の匠
イトマン株式会社
株式会社今村紙工
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
医療法人加地医院
有限会社果山園
カミ商事株式会社
協和紙工株式会社
株式会社キンセイ

有限会社熊野養鶏
合鹿製紙有限会社
合田汽船株式会社
医療法人綮愛会石川病院
ＫＳコピー印刷株式会社
佐々木紙工株式会社
サトー産業株式会社
三合商事株式会社
三共オートサービス株式会社
社会福祉法人四国中央市
社会福祉協議会
財団法人四国中央市体育協会
シンワ株式会社
淳製紙株式会社
太平紙器株式会社
大王海運株式会社
大王製紙株式会社
大黒工業株式会社

有限会社チョウノ・デザイン
株式会社ティ・アモ
遠山産業株式会社
有限会社豊岡農場
トーヨデンサン株式会社
中塚紙工
日新ハウジング株式会社
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
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
やまと印刷株式会社
山中商事株式会社

■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
伊予水引金封協同組合
うま商工協同組合
紙のまち資料館
コスモス会
四国中央市ラグビーフッ
トボール協会
四国中央市連合婦人会
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
三島高等学校 
三島柔道会

国際交流係として2年間、さまざまな講座・イベ
ントを通じてＳＩＦＡの皆さんに出会うことが
でき、とても貴重な経験をさせていただきまし
た。また国際交流を通じて自分自身の視野は多
少なりとも広がり豊かなものになったと思いま
す。これからも会員の皆さんとともにＳＩＦＡ
の活動はまだまだ続きます。そして私も今度は

楽 し む 立 場 と
なって参加させ
ていただきます
ので、今後とも
よろしくお願い
します。2年間あ
りがとうござい
ました。

合田　仁人

みなさん、はじめまして。この
4月の異動で市民交流課国際交
流係に配属となりました、堀池
浩一郎と申します。2ヶ月目と
なりましたが、まだまだ私に
とって『国際交流』という名前
はすごく大きくて、漠然として
います。それは、SIFAには実に
様々な方たちが関り、そして
様々な活動を行っていると感じ
たからだと思います。色々と話を聞く中で、これからも企業
はもちろん生活レベルでも世界との繋がりがますます強く太
いものになると思いました。そういった中で、皆様の活動の
お役にたてますよういろいろな方との出会いを大切に邁進し
てまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

堀池　浩一郎



Event

日　程：　6月12日～7月31日（毎週水）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 象：高校生以上
参加費：　会員：2,500円、　一般：5,000円
教科書：　インターチェンジ（3千円程度）

大好評のジョナサンの英語教室を開催します！週に1回ジョナサ
ン先生と一緒にネイティブ英語を勉強しませんか。「英語は全
く喋れないけど習いたい！」という方にお勧めの授業です。ジョ
ナサンはやさしく基礎から教えてくれます。練習もたくさん入れ

て勉強しますから、参加したことがある方、初めての
方も大歓迎です！

イベント

シシ先生と一緒に英文学に触れて見ませんか。み
んなで６月から英語の有名な掌編小説を読みま
す。Ernest Hemingway、Shirley Jackson、Shel 
Silversteinなどの世界で旅をしますので、ぜひ参加
して下さい！
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初心者の英語教室

英文学クラブ

日　程：　6月12日～7月24日（毎週水）全7回
時　間：　19:00～20:00
場　所：　保健センター
講　師：　シシリア・クルエ
定　員：　15名　　対 象：中級～
参加費：　会員：2,500円
                           一般：5,000円



Info情報

麻美子さんと一緒に６月から、１ヶ月に１回四国中央市内のレ
ストランに行って、食べながら日本語でカジュアルな交流をし
ませんか。その後、参加者はみんなで食事、雰囲気などの感想
を考えて、麻美子さんはそれを英語で国際観光ウエブサイトに
アップします。メンバーは英語力が必要じゃありませんから、
ぜひ美味しい料理を食べながら国際交流を楽しみましょう！

日　程：　7月29、31、8月2、5、7、9日　全6回
時　間：　19:00～20:30
場　所：　保健センター
講　師：　デレク・ライマン
定　員：　15名　　対 象：高校生以上
参加費：　会員：3,000円 　一般：6,000円　

グルメ交流クラブ
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英語を勉強している方、２週間内に英語の大切な５ポイントを
完全にマスターしたくありませんか。デレク先生が日本人がよ
く間違える５つの文法を教えてくれます。初級でも上級でも、
高校生も大人もこの５つのポイントを一緒に学べば、英語力は
もっと上がります。

英語完全マスター５ポイント

日　程：　6月13日（木曜日、毎月1回：6、7、8月）
時　間：　18:30～19:30　　講 師：麻美子・オーマン
定　員：　15名　　参加費：　無料（食事代は実費）
対　象：　高校生以上 、会員限定（当日入会可）

ハワイ料理教室
美しいハワイから訪問してくれている２人の島人が美味しい料
理を教えてくれます。これ以上に夏に合う食事はないでしょ
う！（愛媛県国際交流協会共催）

5Master
Gourmet

Club

日　程：　6月29日　（土曜日）
時　間：　11:00～13:00　　場 所：　保健センター
講　師：　マイア・シンガル、ジョセフ・デビッド・ピータズ
対　象：　高校生以上　　　定 員：　30名
参加費：　会員：500円 　一般：1,000円



`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•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

Last Word

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。

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

で人間同士の紛争の
小ささを分かる

自然災害
最近、ボストン市、シリア、朝鮮半島で紛争が起
こって、世界を苦しませています。しかし、同時に
自然災害は人間同士のつまらない対立をのみこむほ
ど甚大です。平成25年4月20日午前8時頃、中国四川
省雅安市蘆山県で発生したマグニチュード7.0の地震
は、これまでに188人が死亡、25人が行方不明、
10,000人以上が負傷したとみられるほか、蘆山県内
を中心とする建物の倒壊などにより、12万人が避難
を余儀なくされるなど甚大な被害が発生しました。

四国中央市国際交流協会では、下記により救援金の
受付を行うことにいたしましたので、皆さまのあた
たかいご支援をよろしくお願いいたします。

2013年中国四川省地震救援金を受け付けます
募集期間　5月20日（月）～　6月20日（木）
募金箱設置場所　市民交流課国際交流係内
＊振込先口座　東予信用金庫　三島支店　0261980＊
・・・・四国中央国際交流協会　会長　山中健太郎
・・・・・・・・・・・・・贈呈先　日本赤十字社
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