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❷　新国際交流員の紹介

　SIFAの皆さん、こんにちは、８月から新しい国際
交流員として働くことになったジュ・ルシアと申しま
す。韓国で生まれ、ニュージーランドには６才のとき
に家族と一緒に移民しました。大学では初等教育を
専攻して、大学院では言語教育を専攻しました。卒
業した後はオレワカレッジで日本語の先生として３
年間働き、その後１年半はローヤルオークと言う中
学校で中学校２年生の担任をして、その後オレワカ
レッジに戻って日本語を教えていました。
　日本と日本語には小さい頃からすごく興味があり
ました。特にアニメ、漫画、ドラマ、そしてアイドルグ
ループの嵐が大好きです。また現在は日本の武道、
剣道も頑張って練習しています。前から日本に関係
することは全てしてみたかったです。他に好きな事
は、抹茶味のチョコレートや和菓子を食べること、本
を読むこと（特に作家の東野圭吾）、あと山登りとプ
レイステーションゲームをする事です。
　今まで日本には４回来ました。そのうち２回は家
族と一緒に東京と九州を旅行しました。後２回はオ
レワカレッジの教員として東京、京都、大阪、広島、そ
して四国中央市を訪問しました。四国中央市はその
中で忘れられない記憶として残っています。とても
優しくしてもらい、本当にいいホームステイ経験を
したので、私も、四国中央市を訪れるお客さんに私
が感動したことを伝たいと思います。
　これから、四国中央市で友達をたくさん作ったり、
書道や茶道を学んだり、色んなお祭りを経験したり
したいです。そして、ニュージーランドについてたく
さん話したいと思っています。８月から国際交流員
になるのを本当に楽しみにしています。どうぞよろし
くおねがいします。

ジュ・ルシア

Hi everyone, my name is Lucia Ju, the new Coor-
dinator for International Relations from August. I 
was born in Korea but when I was six years old our 
family immigrated to New Zealand. I initially stud-
ied Bachelor of Education (primary specialization) 
then at Graduate School I majored in Language 
teaching and learning. After graduation, I worked 
as a Japanese teacher at Orewa College for three 
years, form teacher for year 8 students at Royal 
Oak Intermediate (Junior High school) and then 
returned to Orewa College as a Japanese teacher 
until July 2015. 
I have always been interested in the Japanese 
culture and language. Especially, Anime, Manga, 
Drama and the famous Japanese idol group: Arashi. 
Additionally, I am currently training in the Japanese 
martial art: Kendo. For a long time I wanted to do 
everything related to Japan. Other interests I have 
are: Maccha flavoured chocolate and Japanese 
snacks, reading (especially books written by Hi-
gashino Keigo), tracking up in the mountains and 
playing on the Playstation. 
Up until now, I have visited Japan four times. The 
first two times I visited Kyushu with my family, the 
next two times was with Orewa College traveling 
to Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima and Shikokuchuo 
City. From all my visits Shikokuchuo City is the one 
which I cannot forget. Every time I visit, the people 
of Shikokuchuo City have been friendly and the 
experience in the homestay has been good. When 
other visitors visit the city I would also like to share 
my experiences and feelings I had during my stay. 
In Shikokuchuo City my aims are to make new 
friends, learn calligraphy and tea ceremony and ex-
perience various festivals. Additionally I would like 
to share all my knowledge of New Zealand to the 
people of Shikokuchuo City. I am looking forward 
to working as the new Coordinator for International 
Relations. Thank you. 



イベントインフォ　❸

とき：　9月27日（日）11：00〜14：00
ところ：　森と湖畔の公園　バーベキューサイト（小雨決行）
参加費：　SIFA会員 500円　　一般 1,000円
申込締切：　9月1日
※飲み物の販売はありませんので、各自でお持ちください
　アメリカから輸入した食材を使った本場のBBQの味や、ウォーター
バルーントスゲームなどの色々なゲームで一緒に楽しみませんか？

とき：　9月5日（土）11：00〜14：00
ところ：　四国中央市保健センター　栄養指導室
講師：　チュオン・ディン・レーさん（西条市CIR）
参加費：　SIFA会員 500円　　一般 1,000円　　定員：　30名
対象：　高校生以上　　申込締切：　8月17日
　西条市の国際交流員、ベトナム出身のレーさんといっしょにベトナ
ムの家庭の味を再現します。この機会にぜひ味わってみませんか。

とき：　9月10・17・24・30日、10月８・15日　15：00から16：00（全６回）
ところ：　市保健センター1階　集団検診室　　　定員：　20名
講師：　ジュ・ルシア（市国際交流員）　　　対象：　中級〜
参加費：　SIFA会員 2,000円　　一般 4,000円
　市CIRのルシアさんと一緒に、ニュースを題材にして英会話を学び
ませんか？テーマを新聞やテレビのニュースなどからピックアップし
て、それについてみんなで英語で話してみましょう！

とき：　9月4・11・18・25日、10月9・16日　19：00〜20：00（全６回）
ところ：　市保健センター1階　集団検診室　　　定員：　20名
講師：　ショーン・ソルバーグ　　　対象：　高校生以上
参加費：　SIFA会員 2,000円　　一般 4,000円
　　　※教科書代3,000円程度が別途必要です
　英会話を勉強したいと思っていた人、しばらく英会話をしていなかっ
た人、ショーン先生と一緒に基礎から英会話を学びませんか？



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・青木
TEL: 0896-28-6014 内線: 1352/1351
メール: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

http://www.sifaweb.jp

ネパール地震救援金に対する
ご支援・ご協力ありがとうございました

　4月25日に発生しましたネパール地震への救援金を、四国中央市と共同で
皆様にお願いしましたところ、34,725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2日
付けで送金いたしました。
　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。

My time in Shikokuchuo and in Ehime has finally come to an end, it 

seems. Though I have been in the city for only two and a half years, 

I have met many wonderful coworkers, students, and friends. From 

May I will begin a new chapter of my life in Tokyo, but my heart will 

still murmur with warm memories of Shikokuchuo. The lush green-

ery of the Houo Mountains, the delicious food, the sharp lines of 

distant Honshu after a rainstorm over the Seto Inland Sea, the com-

forting echo of the Mishima evening bell, yamajikaze--my heart will 

pang for these facets on the rough jewel of our paper town.

Perhaps my favorite memory of Shikokuchuo will always be our 

summer dance festivals. Dancing, drinking, chanting, carousing 

together as the city becomes one. It’s one of the most wonderful 

parts of Shikokuchuo and Japan, I believe--that we can enjoy the 

traditions of old in so many exciting ways. New traditions are won-

derful as well, and I have been thankful for the opportunity to help 

kickstart our International Festa and expand SIFA’s Halloween Par-

ty over three years. I sincerely hope that it will continue to grow, 

and that our newly inaugurated Zoku Zoku Art Contest becomes a 

magnet and showplace for artistic talent in Shikokuchuo.

I want to humbly thank everyone who has welcomed me to Shi-

kokuchuo and been a part of my life here, as well as everyone in 

the Shiyakusho and SIFA for their warm support. I hope someday to 

return and meet many of you again, but until then, I wish everyone 

in Shikokuchuo all the best. Thank you.

ショーンからのメッセージ
　私の四国中央市や愛媛県に住む期間は終わってしまったよ

うです。たった２年半しかいませんでしたが、素敵な同僚・生

徒・友達をたくさん作れました。人生の新しい期間が東京で始

まりますが、心はいつまでも四国中央市を覚えています。法皇

三山の緑豊かな景色、おいしい食べ物、嵐の後瀬戸内海の向

こうに見える本州の鮮鋭な線、夕方に響き渡る三島の暖かい

チャイム、そしてヤマジカゼ！私の記憶にこの「紙のまち」という

宝石の輝きが残ります。

　一番好きな四国中央の思い出はきっと夏のダンス祭りです

ね。町がひとつになって踊ったり、飲んだり、歌ったりして楽し

むのは素晴らしい経験でした。昔から続いている伝統を興奮し

て楽しめることーこれは四国中央市や日本の一番素敵なと

ころの一つだと思います。もちろん新しい伝統もいいと思いま

す。今年国際交流フェスタをキックスタートし、また３年の間ハ

ロウィーンパーティーを大きくすることができて本当に感謝し

ています。これから先、去年初めて開催した「ゾクゾクアートコ

ンテスト」が長く続き、いつかこの地域に眠っている才能ある

芸術家がその才能を発揮できる場所になることが私の強い希

望です。

　SIFAや市役所の皆様を初め、この町に暖かく歓迎してサポー

トをしてくれた四国中央人に本当に感謝しています。いつかは

四国中央市に帰って皆様に会いたいと思いますが、その時ま

でお元気で居て下さい。それでは。

ショーン・モンゴメリー

会報誌2015年4・5月号2ページで紹介しました、国際交流フェスタにご出演いただきました団体の
お名前を誤って表記していました。お詫びして訂正いたします。
誤）　興行グループ「マブエーフィリピン」　→　正）　国際交流グループ「マブハイフィリピン」

お詫びと訂正


