
BBQ Party

バーベキ
ューパー

ティー

9月25日（日）
11:00〜14:00
森と湖畔の公園　バーベキューサイト

（小雨決行）
参加費：　500円    （SIFA会員）
　　　　 1000円　（一般）

締め切り：9月12日（月）

飲み物は用意していませんので、各自でお持ちください。

申し込み・問い合わせ
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 (申し込みページにて）

世界の食べ物

ゲーム

①アメリカのハンバーガー
(Hamburger)
②ニュージーランドのソー
セージシズル
(Sausage Sizzle)
③海外風のポテトサラダ
(Potato salad)

①ジャイアント・ジェンガ
(Jenga XL)
②ウォーターバルーン投げ
(Water balloon toss)
③パス・ダ・パーセル
(Pass the parcel)

SIF TIMES
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ニュースフラッシュ

JICAセミナー

愛媛大学講義

　6月11日（土）にJICA（国際協力機構）愛媛の方を講師
にむかえて、「もし、世界が100人の村だったら」を題材に高
校生対象のセミナーを行いました。現在の貧困率や男女
平等率など世界の状況について学びました。知らなかった
ことがほとんどだったのでとても有意義な時間でした。最
後は青年海外協力隊の事業に参加したことがある池上陽
人さんからのプレゼンテーションがありました。青年海外協
力隊の体験談やフィリピン語学留学とコスタリカ国連平和
大学への留学体験について話してくれました。高校生たち
は、質問するなどして、とても興味深く話を聞いていました。

ニュースフラッシュ

　5月20日〜7月22日、隔週の金曜日、市の国際交流員ル
シア・ジュが愛媛大学紙産業技術センターで大学院生を対
象に英語の授業を行いました。ニュージーランドの紹介や
英会話の練習、プレゼンテーションの方法など、いろんな英
語に関する授業をしました。そして、実際に使うことができる
英語の慣用句（idiom）も学びました。例えば、今回学んだの
が「I slept like a log」（ぐっすり寝た）でした。積極的で頑
張って授業に参加してくれてとても楽しい時間を過ごしまし
た。Thank you very much!

キッズ英会話：Ei-GO!
　7月２日（土）に小学生向けの英会話イベントを行いまし
た。子供たちは「しこちゅ〜パスポート」を持ってブースを回
り、いろんな英語に関するミッションに挑戦しました。英語で
プロフィールを書いてみたり、ゲームをしたり、ロールプレイ
ングを通して英会話をしました。最初は恥ずかしくて声が出
なかったけど、徐々にたくさんの英単語を言うことができま
した。ロールプレイングではみんな、とても楽しんでいました。
最後は体をたくさん動かして楽しくてハッピーな歌を歌いま
した。部屋を出るときにALTと国際交流員（ルシア）に「good 
bye」と「see you」を言いながら帰りました。Well done 
everybody! See you again!（みなさん、よくできました！ま
た、会いましょう！）



国際交流員学校派遣

初心者英会話韓国語講座初級

ニュースフラッシュ

　5月12日〜6月16日、毎週木曜日、全6回の初心者向けの
韓国語講座を行いました。今回は韓国語の文字ハングルや
文法などを勉強しました。ハングルが理解できるようにハン
グルパズルを利用して単語を作ってみました。最終日はみん
なとポットラックをして、授業を終えました。次回の韓国語講
座も楽しみに！

　5月20日〜6月24日、毎週金曜日、全6回の初心者英会話
を行いました。今回は「do」動詞の使い方を会話の中で使え
るように学びました。 みなさんは積極的に英語での会話を楽
しみました。9月の講座も楽しみにしてください。

愛大留学生ホームステイ事業

　6月と7月に、市の国際交流員ルシア・ジュが市内の小学
校と幼稚園を訪れ、いろんな英語授業やゲームを行いまし
た。今回は英語の歌を通じて「clap」（拍手）、「stomp」（足
を叩く）、「jump」（飛ぶ）など動きができる単語を学びまし
た。低学年は挨拶の「Hello！Hello!」と言う曲を歌いまし
た！みんなは大きい声で歌ってくれてとても楽しかったです！
また、3学期にも会いましょう！See you again!

　6月17日（金）〜19日（日）3日間、愛媛大学の留学生4人 
（国籍：フランス、中国、台湾）が四国中央市を訪れ、ホーム
ステイを体験しました。6月17日（金）は寒川小学校での交
流授業と市内観光をしました。小学校では、母国についてプ
レゼンテーションをして、生徒のみんなに母国の魅力を伝え
ました。その後、一緒に給食を食べながら会話をしました。
　市内観光では、水引体験や新宮の霧の森で抹茶体験を
しました。週末はホストファミリーと過ごし、日本の文化や生
活習慣をより身近に感じることができいい経験になったと思
います。

熊本地震・エクアドル大地震の救援金
に対するご支援・ご協力
ありがとうございました。

4月14日に発生した熊本地震への救援金を皆様にお願
いしましたところ、16,374円が集まりました。

また、4月16日エクアドルで発生した大地震への救援金
は8,753円が集まりました。

当協会では、お預かりしましたこの救援金を、日本赤十
字社に対し7月1日付けて送金いたしました。

みなさまからの温かいご支援・ご協力をいただきまして、
本当にありがとうございました。



　
　ニュージーランドの北島、オークランド市にあるオレワ校から
訪問団がやってきます。4泊5日ホームステイの受入を通して、自
宅で国際交流をしてみませんか？興味のある方は、事務局までお
問い合わせください。

受け入れ期間：10月3日（月）〜10月7日（金）

※申込多数の場合、初めての方・同年代の方が居る家庭を優先さ
せていただきます。
※訪問団は、生徒が14名、引率者2名の16名です。

申込締切：　8月19日（金）まで

ボランティアホストファミリー募集

オレワ校紹介・ホストファミリー募集

オレワ校からの挨拶

2012年オレワ校の訪問団が学校体験

　四国中央市の皆さん、こんにちは！真冬のニュー
ジーランドよりご挨拶を申し上げます。今年の10月
に、またオレワカレッジの学生14名と教員２名がお
世話になります。どうぞよろしくお願いします！
　オレワカレッジは、公立共学の中等教育学校で、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。全校生徒数は約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年生は週２回のレッスンを一学期間、9年生
からは選択科目となり二学期間、10年生からは四学
期間の年間コースになります。今回四国中央市を訪
問させていただく14人の生徒は、11年生９名、12年
生３名、13年生２名で、みんな日本と日本語が大好
きです。
　オレワカレッジのあるオレワは、ニュージーランド
最大の都市オークランド(人口145万人)から北へ
40km行ったところにある、人口約7500人の小さな
町です。オレワビーチという2.5kmの白砂のビーチが
美しく有名で、夏には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７度ご訪問い
ただき、我が校も、今年の10月で５回目の訪問をさ
せて頂きます。毎回訪問させていただく度に、SIFA
をはじめとした四国中央市の皆さまには暖かく迎え
入れていただき、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。
　また、我が校の日本語学習生徒たちと四国中央市
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5年目を迎えます。継続した
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、スペイン語教諭のソ
ロル・オーレアリー教諭と、美術教諭のグレアム・ア
ービング教諭が参ります。
生徒、教員共 1々0月に四国中央市の皆さんにお会い
できるのを今から大変楽しみにしております。よろしく
お願いします！



イベント情報

韓国語講座　中級

日 程：　9月6・13・20・27日、　10月11・18日
　　　　毎週火曜日、全６回
　　　　※10月4日は休みです。
時 間：　19:00〜20:00
場 所：　保健センター2階　研修室　
講 師：　ルシア・ジュ
対 象：　中級〜（ハングルが読める方）
定 員：　20名
参加費：  2,000円（会員）／4,000円（一般）
教科書代：3,000円（CD付き）
締め切り：8月29日（月）まで

　韓国語をより自然に話したいですか？韓国語中級で
は、「話す」「聴く」「読む」「書く」をより深く練習
することができます。

ゾクゾクアートコンテスト

小学生部門

　夏休み中にアートコンテストに挑戦してみませんか？
ゾクゾクアートコンテストのイラストを募集します！今
回は日本をテーマに描いてみよう！アートはハロウィン
パーティーの当日の会場に展示し、パーティーに参加す
るお客さんに投票してもらいます。賞品もありますよ！

テーマ：日本のようかい
応募方法：B4サイズ以下の紙で色鉛筆・絵の具・クレヨン
など
▶作品の裏面に住所、氏名、電話番号を記入してください。
出品数：１人１枚
提出先：SIFA事務局（市役所本庁市民交流課　３階）
　　　　郵送可
提出期限：10月14日（金）まで
選考：パーティのお客さんの票をもって

高校生部門
テーマ：日本のようかい
応募方法：サイズ、面材、材質は自由
　　　　　（絵画・写真・木炭面・版面など）
▶作品の裏面に住所、氏名、電話番号を記入してください。
出品数：１人１枚
提出先：SIFA事務局（市役所本庁市民交流課　３階）
　　　　郵送可
提出期限：10月14日（金）まで
選考：パーティのお客さんの票をもって
　　　（団体作品と一緒に審査される場合もあります）
※ 原則作品は返送しません。四国中央国際交流協会は提出
された作品を宣伝マテリアルで利用する権利を有します。

ニュース英会話

日 程：　9月6・13・20・27日、　10月11・18日
　　　　毎週火曜日、全６回
　　　　※10月4日は休みです。
時 間：　15:00〜16:00
場 所：　保健センター2階　研修室
講 師：　ルシア・ジュ
対 象：　中級〜
定 員：　20名
参加費：  2,000円（会員）／4,000円（一般）
締め切り：8月29日（月）まで

　世界で起きているニュースの新聞記事を読んでグルー
プで議論してみましょう！

英語カフェ

日 程：　9月4日（日）
時 間：　15:00〜16:30
場 所：　ジョイフル川之江店
講 師：　ルシア・ジュ／市内ALT
対 象：　初心者〜上級者（高校生以上）
定 員：　15名
参加費：  200円（会員）／500円（一般）
※別途１人1品注文お願いします。
　例）ドリンクバー
※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、好きな本など
締め切り：8月29日（月）まで

　カジュアルな雰囲気で、自由な話題を英語で話しませ
んか？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！

初心者英会話

日 程：　9月2・9・16・23日、10月7・14日
　　　　　毎週金曜日、全6回
　　　　　※9月30日は休みです。
時 間：　19:00〜20：00
場 所：　保健センター1階　集団研修室
講 師：　ショーン・ソルバーグ
対 象：　初心者
定 員：　20名
参加費：  2,000円（会員）／4,000円（一般）
教科書代：3,000円
締め切り：8月24日（水）まで

　ショーン・ソルバーグ先生と英会話を学びましょう！ 
勉強を続けたい人、新しく興味を持った人もみんな参加
できます！ショーン先生と簡単な英語で会話をしてみま
しょう！

イベント情報

ハロウィンパーティー



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•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

ホームページリニュアル

　2016年7月、新しいホームページを開設します。
モダンな感じでイベント写真をもっと楽しむこと
ができます。今回のリニュアルでホームページをよ
り活性化するため「オンライン申込書」を作りまし
た。これからは電話・メールだけでなくホームペー
ジからもイベントの応募やお問い合わせができま
す。ぜひ、使ってみてください！よろしくおねがい
します。

www.sifaweb.org オンライン申請書使い方
上段にある「はてなマーク」をクッリクすると申し込み・問い合わせのペ
ージに行くことができます。

このビジョンに基づき、様々な事業を行ってま
いりますので、ご協力をお願いいたします。SIFAビジョン

四国中央市国際交流協会5か年事業計画

１．計画策定の趣旨
　当協会は、平成5年2月に市の国際交流推進を担う組織として設立された「伊予三島市国際交流協会（IIFA）」を前身とし、平成16年度の市
町村合併により、平成17年4月に「四国中央市国際交流協会」に改称されました。
　当協会の基本方針は「草の根的活動」であり、これまでに国籍にとらわれない交流事業や日本語ボランティア、国際感覚の啓発や人材育成
等、様 な々事業を行ってきました。
　しかし近年社会は益 グ々ローバル化しており、また2020年には東京オリンピックも開催されることから、より国際感覚を身に付けた人材の育
成が重要となることや、外国人住民の人口が増加傾向にあることから、外国人住民が地域で安心・安全に暮らせるよう、一市民として地域づく
りに巻き込んでいく必要があります。
　このビジョンは今後5年間の基本目標や事業を定め、より強化していく事業や新たな事業を計画的に展開することにより、一層四国中央市
国際交流協会の充実を図り、本市の国際化に寄与することを目的といたします。

２．計画の期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．基本目標
　平成28年度から平成32年度までの5年間とします。　　　　　　　　Ⅰ．市民に信頼される協会づくり
　社会情勢の変化に柔軟に対応し、必要に応じて見直しをします。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ⅲ．多文化共生の社会づくり

4．計画の内容
基本目標 施策 事業

Ⅰ．市民に信頼される
協会づくり

会員相互の連携を図り組織強化 • 事業支援ボランティアの増員と育成
• 新規会員の獲得

広報による認知度の向上 • 会報誌、HPの充実
• 広報紙、市HP、CATVの活用
• CIRを活用した各種団体への出前講座等の開催

Ⅱ．市民に親しまれる
活動づくり

市と連携した協働事業の実施 • しこちゅ〜国際交流フェスタの開催
ターゲットを絞ったセミナー等の開催 • 幼児期から国際交流に親しめるイベント等の開催

• シニア世代が興味をもてるセミナー等の開催
• 学生を対象にしたセミナー等の開催
• CIRやALTと連帯したセミナー等の開催

国際教育の支援 • 留学生希望者に対する情報の収集および発信
Ⅲ．多文化共生の社
会づくり

日本語学習支援の充実 • 日本語指導ボランティアの増員と育成
市や県と連携した協働事業の実施 • 防災に関する事業

• 生活情報の多言語化

Ⅱ．市民に親しまれる活動づくり


