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ポットラックパーティ　　柔道の演舞　　 ベトナムの踊り

　会場の様子　　　　交番ブース　　　　コマ遊び

　民族衣装体験　日本ブースで書道　　中国の歌

　２月３日（日）に第５回しこちゅ ~国際交流フェスタを福祉会館 4階多目的ホー
ルで行いました。日本人と外国人の市民２５０名ぐらいが集まってステージイベン
トやブース巡り、世界の料理を楽しみました。今年のステージイベントはベトナム
の踊り、中国の歌、日本の踊りと柔道の演舞でした。ブースは交番 • 防災、民族衣
装体験、日本、ベトナム、中国、アメリカ、南アフリカとアイルランドの８つあり
ました。日本のブースで折り紙を折ったり、南アフリカのブースで伝統的なボード
ゲームをしたり、参加者がいろんな活動に挑戦しました。なかなか異文化に触れる
機会がないので、しこちゅ ~国際交流フェスタで知らない文化を知ってみんなにとっ
て楽しい思い出になったと思います。来年もよろしくお願いします！



NEWS FLASH

3

英語教室（初級）④

NEWS英会話②

CIR 学校派遣

災害時におけるやさしい日本語研修会

災害時多言語支援センター運営研修会

　1月から国際交流員の幼稚園、小学校派遣が始まりました。市内の幼
稚園 3園と小学校１２校を訪れて、アイルランドについてクイズをした
り、ゲームをしたり、歌を歌ったりしました。子ども達と一緒に給食を
食べたり、昼休み中に鬼ごっこをしたりもしました。普段の私は一日中
机に向かって仕事をしているので、とても疲れましたが、楽しい時間を
過ごせて良い思い出になりました。また遊ぼうね！

　1月２７日（日）に市民交流棟 2階会議室で災害時におけるやさしい
日本語研修会が行われました。４１名の参加者がグループに分かれて、
災害時を想定して、誰にでも分かりやすい情報ポスターを作りました。
ポスターのデザインにとても苦労しましたが、先生から絵を大きく、漢
字を少なめ、色の使い方に注意するなどを教えてもらいました。参加者
全員にとって大変勉強になった研修になりました。

　1月２５日から 3月 1日の毎週金曜日に市役所市民交流棟 2階会議室
2で全６回の英語教室（初級）④を行いました。今年度の最後の英語教
室で、授業の内容が段々難しくなってきましたが、参加者の皆さんは
楽しく学びました。

　1月２４日から２月２８日の毎週木曜日に市役所市民交流棟 2階会
議室 2で全６回の夜の NEWS 英会話②を行いました。英語のニュース
記事を読んでグループの中で話し合いました。今回は昨年の振り返り
やドイツの高速道路、ロシアの小さな町でトラブルを起こしているシ
ロクマなどについて話をしました。参加者はとても生き生きしていて、
面白い話ばかりで非常に楽しい英会話だったと思います。今度もよろ
しくお願いします！

　２月２４日（日）に消防防災センターで災害時多
言語支援センター運営研修会を行いました。４２名
の日本人グループと３０名の外国人グループに分か
れて研修を受けました。日本人参加者は、避難所
での外国人対応研修を学び、外国人参加者は地震体
験、消火体験、瓦礫救助体験、煙避難体験に挑戦し
ました。１２時になったら皆で非常食体験をしまし
た。「おいしい！」と言う声が多かったです。最後に、
日本人の参加者がボランティア役を演じて、外国人
の困っている話を聞いて、どのように応対したらい
いか、研修で学んだことを実際に練習しました。言
葉の壁があり、難しかったが、非常にいい体験になっ
たと参加者が語っていました。

非常食
体験（上）

瓦礫救助
体験（下）



４月１３日（土）

イースターまつり

三島公園
ピクニック広場

※雨天の場合は福祉会館 4階多目的ホール

２００円（会員）
４００円（一般）
※ 2歳以下は無料

誰でも参加できます！

①エッグマグネットを作るので、
はさみを持ってきてください。
②屋外活動のため帽子や飲み物
をご準備ください。

参加費（一人分）

対象

お願い • 準備物

イースターまつりではこんなことをするよ！

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

１０：００−１２：００



EVENT INFO
英語教室（初級）①

　国際交流員チェルシー•コリンズが今年度の英語教室（初級）
を行います。テキストを使って基礎を勉強し、習った内容を英
語で話しましょう！

日程：5 月１７日、２４日、３１日、６月１４日、
　　　２１日、２８日　※６月７日は休み
　　　 毎週金曜日（全６回）
時間：10：00 〜 11：30
場所：市役所市民交流棟 2 階会議室１
定員：２０名（最少催行人数５名）
講師：チェルシー • コリンズ（市 CIR）
対象：初心者
参加費：3,000 円（会員）／ 6,000 円（一般）
テキスト代：3,000 円
締切：４月２４日（水）

英語カフェ①

　コーヒーなどを飲みながら英語のネイティブと英会話をして
みませんか？自分の英語力を試してみたい方、英語のスピーキ
ングやリスニングを練習して鍛えたい方、市内の外国人と交流
したい方、是非来てください。

日程：５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：チェルシー • コリンズ（市 CIR） 、市 ALT
対象：高校生以上
参加費：200 円（会員）／ 500 円（一般）
締切：５月２３日（木）
※別途、飲食代が必要です。

NEWS 英会話①

　今年度の最初の NEWS 英会話①は国際交流員
のチェルシー • コリンズが行います。英語の記事
を使って、グループに分かれて英語でディスカッショ
ンをします。

日程：5 月１６日、２３日、３０日、６月１３日、
　　　２０日、２７日　※６月６日は休み
　　　毎週木曜日（全６回）
時間：19：00 〜 20：00
場所：市役所市民交流棟　2 階会議室１
定員：２０名
講師：チェルシー • コリンズ （市 CIR）
対象：中級 〜上級（高校生以上）
参加費：2,000 円（会員）／ 4,000 円（一般）
締切：５月１５日（水）

SIFA 総会 • 交流会

　５月１８日（土）に SIFA 総会を開催します。
平成３０年度の事業報告や２０１９年度の事業計画
を行います。交流会のステージイベントは Carry 
on Sound の皆さんによるアフリカ楽器を使った
参加型パフォーマンスです。他には豪華景品が当た
るビンゴ大会、お弁当とアイスクリンも用意してい
ます。みなさんの参加をお待ちしております。

日程：５月１８日（土）
時間：11：00 〜 （受付開始 10：30 〜）
場所：ホテルグランフォーレ 2 階
対象：SIFA 会員
参加費： （総会） 無料 
　　　　（交流会） 500 円
締切：４月２６日（金）
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三島公園
ピクニック広場

※雨天の場合は福祉会館 4階多目的ホール

１０：００−１２：００

撮影：Carry on Sound



　　　　　イースターまつりボランティア募集中
日時：4月 13 日（土）　9：00 〜 13：00
場所：三島公園ピクニック広場（※雨天時は福祉会館 4階多目的ホール）
内容：準備、片付、イベント運営補助等
その他：屋外活動のため、帽子や飲み物をご準備ください。
締切：4月 10 日（水）

アイルランドの国花は？

シャムロック
（クローバー • 四葉）

です。

まめちしき
UK？グレートブリテン？この難しい謎を解きます！

　ヨーロッパの北西にある
２つの島。実はこの２つの
島には国が５つあります！
England（イングランド）、
Scotland（スコットラン
ド）、Wales（ウェールズ）、
Northern Ireland（北
アイルランド）、Republic 
of Ireland（アイルランド
共和国）の５つです。

グレートブリテン（GB） ユナイテッドキングダム（UK） レパブリックオヴアイルランド（ROI）

　Great Britain（グレートブ
リテン）（GB）とは、島①、
つまりイングランド、スコットラ
ンド、ウェールズ、のことをい
います。島②（北と南アイルラ
ンド）は含まれていません。

　United Kingdom（ユナイテッドキ
ングダム）（UK）とは、島①と北アイ
ルランドのことをいいます。The Unit-
ed Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland（グレートブリテン及
び北アイルランド連合王国）の称略で、
アイルランド共和国は含まれていません。

　Republic of Ireland（レパブリッ
クオヴアイルランド）（ROI）とは、南
アイルランドのことをいい、「アイルラン
ド共和国」が正式名称です。Ireland

（アイルランド）は、島②全体または
南アイルランドだけをいいます。

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

地域振興課国際交流係　上田 • 水本 • チェルシー
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
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2019．2–3 月号のクイズの答え

＃１　イングランド

＃２　スコットランド

＃３　ウェールズ

＃４　北アイルランド

＃５　アイルランド共和国


