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写真提供：チェルシー・コリンズ（市 CIR）
場所：【上】リング・オブ・ケリー（ケリー周遊路）
　　　【左下】ケリーにある小さい町
　　　【右下】チュアム町、ゴールウェイ市

新 CIR あいさつ

ニュースフラッシュ　

イベント情報                             

オレワ校からのあいさつ

ALT さよなら

CIR さよなら

平成 30 年７月豪雨災害義援金
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　8 月 1 日から新しく着任する国際交流員の
チェルシー・コリンズさんからのあいさつです。

　こんにちは！新しい国際交流員のチェルシー・コリンズです。チェルシーと
呼んでくださいね。アイルランドのゴールウェイ市から来ました。アイルランドっ
て知っていますか？ウィスキーで有名です！大学では応用言語学を勉強しま
した。大学の企業研修プログラムで 3 か月間栃木県で、4 か月間東京都で
ALTとして働いた後、4 年間高知県田野町で国際交流員として働きました。
合計ほぼ 5 年間日本に住んでいます。
　私は日本の文化・歴史・言語にとても関心があります。特に漢字が好き
です。漢字の勉強は落ち着きます。漢字が好きな理由はそれぞれの字体が
美しいと思うことと書くのが楽しいからです。漢字は芸術だと思います。一番
好きな漢字は「刻」です。あなたの好きな漢字は何ですか？
　踊ることも好きです。高知ではよさこいがとても人気があります。私は
2016 年に地元の踊り子隊に入りました。人数が少ないため、本祭は踊りま
せんが、いつかは本祭で踊りたいと考えています！去年、徳島に阿波踊りを
観に行きました。素晴らしかったです！
　四国中央市に住んで働くことをほんとに楽しみにしています。新しい人 と々
出会って、新しいことをたくさん学んで、皆様にアイルランドのことを知っても
らえるのが待ち遠しいです。楽しく交流して皆様と一緒に最高な四国中央市
を築いていきたいです。これからよろしくお願いします！

日本語

English

Hello! My name is Chelsea Collins and I’m the new Coordinator for 
International Relations. Please call me Chelsea. I come from Galway, 
Ireland. Do you know Ireland? We are famous for whiskey! In universi-
ty I studied Applied Languages. For my university work experience 
program I worked as an ALT in Tochigi for three months and Tokyo for 
four months. Thereafter I worked as a CIR in Tano town, Kochi 
prefecture for four years. Altogether I have been in Japan for almost 
five years. 

Japanese culture, history, and language are very interesting to me. I 
especially like Kanji. Studying kanji is really relaxing. I like kanji because 
each character is beautiful and they are fun to write. I think kanji is art. 
My favorite kanji is “刻” . What is your favorite kanji? 

I also enjoy dancing. Yosakoi is very popular in Kochi. I joined my local 
Yosakoi team in 2016. The team is very small so we don’t dance the 
main festival, but someday I’d like to dance Yosakoi at the main festi-
val! I also watched Awa Odori in Tokushima last year. It was amazing! 

I am so excited to live and work in Shikokuchuo City. I can’t wait to meet 
new people and learn lots of new things and tell people all about 
Ireland. I want to have fun interacting with you all and make 
Shikokuchuo City the best it can be. I look forward to working with you! 

Welcome
Chelsea

新 CIR 挨拶



　5 月 27 日（日）にジョイフル川之江店で英語カフェ①を行いま
した。市 ALT たちと参加者はグループに分かれて自由な話題を
選び、英語で話しました。雰囲気はとても盛り上がり、それぞれ
のグループで笑いが止まりませんでした。また、次回の英語カフェ
もお楽しみにしてください！

英語カフェ①

　６月 2 日（土）に保健センター 2 階の栄養指導室でルーカス
の料理教室を行いました。今回の料理教室ではルーカスの家庭で
よく食べる「ミートボールスパゲティ」と「ガーリックブレッド」を
作りました。スパゲッティはとてもさっぱりした味でスパイスの香り
がしました。ガーリックブレッドはカリカリの食感で、にんにくの香
りがして、とてもおいしかったです。みなさんはとてもお腹がいっ
ぱいになり、楽しい時間を過ごすことができました。

ルーカスの料理教室

　5 月 18 日〜６月 22 日の間の毎週金曜日の午前中に英語教室
（初級）①を行いました。みなさんはショーン先生が話すことを
慎重に聞いて授業を受けました。今回の授業では現在形を使っ
た会話の練習や文章を作りました。

英語教室（初級）①

　７月 14 日（土）に保健センター 2 階の栄養指導室で韓国料
理教室を行いました。今回のメニューはプルコギ、チャプチェ、プ
ゴク（干しタラスープ）でした。参加者のみなさんは韓国の調理
方法で、頑張って作りました。例えば、チャプチェの春雨をハサミ
で切ったり、プルコギを手でもみ込んだりしました。料理はとても
おいしくできあがり、みなさんはお腹がいっぱいになりました。

韓国料理教室

　７月 21 日（土）にハワイ文化体験セミナーを行いました。愛
媛県と姉妹提携している米国ハワイ州から２名のインターン生の
ターシャ・ハヤシさんとカイラ・サトウさんが四国中央市に来てハ
ワイの文化を紹介してくれました。最初はハワイの食べ物や季節に
ついて説明をしました。プレゼンテーションの後はハワイでお祝い
のときにかけるリボンレイとフラダンスを学びました。とても楽しい
イセミナーで有意義な時間でした！

ハワイ文化体験セミナー

ニュースフラッシュ



英語で自由な雰囲気でたくさん話そう！「英語カフェ②」

日 程：　9月9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：　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：９月6日（木）
※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、だれでも参加でき
ます！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！

ショーン先生と英語の基本を学ぼう！「英語教室初級②」

日 程：　8月31日〜10月5日　毎週金曜日　全６回
時 間：　10:00〜11:30（午前中）
場 所：　保健センター2階　研修室
　　　　※９月14日は本庁1階　会議室
　　　　※９月21日、10月5日は商工会館1階　会議室
定 員：　20名
講 師：　ショーン・ソルバーグ
対 象：　初心者
参加費： 3000円（会員）／6000円（一般）
教科書代：3000円
締め切り：8月20日（月）

　英語教室初級①に引き続き、英語教室初級②を行い
ます！今回は過去形と未来形を使った文章の練習をしま
す。ショーン先生と一緒に楽しく英語を学びましょう！今
回の英語教室も午前中に行います。

イベント等の申込について（お知らせ）

SIFA 会員の皆様へ

　SIFA のイベントやセミナーの申込は SIFA Times が届いたときから申込ができます。一般の方よ
りも早く申込ができますので、皆様の申込をお待ちしております。

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

イベント情報



　
　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。3泊4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。

受入期間：10月9日（火）〜10月12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10名、引率者2名の12名です。
※９月上旬にホームステイ受入説明会を開催します。詳細は別途ご案内します。

申込締切：　8月20日（月）まで

申込・問い合わせ：　市国際交流協会　28-6014

ボランティアホストファミリー募集

2016 年オレワ校訪問団の様子

Greetings from Orewa College
オレワカレッジからの挨拶

　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 10 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10
人の生徒は、11 年生 6 名、12 年生 3 名、13 年生１
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にぎわいます。
　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 8 度ご訪問いただき、

我が校も、今年の 10 月で 6 回目の訪問をさせていただ
きます。毎回訪問させていただくたびに、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 6 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、以前日本に滞在したこと
のある英語教諭のブルース・ホーク教諭と、8 年生主任
のキャロライン・ダン教諭が参ります。
　生徒、教員共々10 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
いいたします。



  For the last two and bit years, Shikokuchuo City has been my home. When I 
first arrived, the sakura were still (just) in bloom. I was quickly welcomed into 
SIFA and became involved in school life. Everything happened very quickly; it 
felt like a whirlwind! 
  In my time here, I’ve made many friends and experienced lots of new things. I 
learnt how to ride a bike, enjoyed lots of classes, went stargazing on Mt Ishizu-
chi, visited the temples on the pilgrimage, cooked foods from all over the world, 
enjoyed English camp and so much more! The time I’ve spent here is priceless.  
  I’ve truly learnt a lot while living in Shikokuchuo. It’s hard to believe that my 
time here is almost over. Thank you to everyone who has helped me and being 
so kind to me. Thanks to you, I’ll always remember my time in Shikochuu!

  My two year adventure living in Japan is almost over, and it is time for me to 
go back to Scotland. I have loved my time here and I will always smile when I 
think back on the wonderful people that I have met in Shikokuchuo. I will miss 
living here a lot. My favourite place in Shikokuchuo is the top of the Mishima 
park and my favourite restaurant is Kamayakitori Honpo in Kawanoe. 
  In my free time I have tried to travel and explore as much of Japan as I could. 
There are still many more places I would like to see so I look forward to coming 
back to Japan sometime in the future. Some of the highlights of my time here 
include a skiing trip to Hokkaido over Christmas in 2016. It was an amazing trip 
and the snow in Japan is the best I’ve ever skied on. 
  My most recent trip was to Okinawa with some friends I met in Tokyo when I 
first came to Japan. Okinawa was beautiful and defintely another highlight of 
my time in Japan.
  Let me know if you ever come to Scotland and I’ll show you around!
Thank you for a wonderful experience.

Farewell ニッキ先生、ハンナ先生さよなら

　２年半の間、過ごした四国中央市は私の第二のふるさとになりました。来日したとき
は桜の花がちょうど咲いていたところでした。四国中央市では SIFA から早速歓迎され、
学校生活にもすぐ携わるようになりました。全ては嵐のように時間が過ぎてしまいました。
　四国中央市にいる間はたくさんの友達ができ、そして色んな体験もできました。例えば、
自転車の乗り方を学んだり、石鎚山で星空を眺めたり、88 カ所のお寺を訪れたり、世
界の食べ物を作ったり、イングリッシュキャンプに参加したり、たくさんしました！
　ここで過ごした時間はとても貴重でした。四国中央市に暮らして、学んだことが多いで
す。ここでの時間が終わるのが信じられません。私に優しくしてくれたみなさんに感謝し、
みなさんのおかげで四国中央市での時間を忘れることはできないと思います。

　私の２年間の冒険が終わり、スコットランドに帰るときがきました。私は四国中央市で
過ごした時間が本当に好きでした。四国中央市で出会ったみなさんのことを帰って思い
出すと懐かしくなると思います。そして、四国中央市で好きな場所は三島公園と川之江に
ある釜焼鳥本舗です。
　時間があるときはできるかぎり、日本中をたくさん旅するようにしました。まだ行きたい
ところは多く残っていますので、また日本に帰って旅行をしたいと思います。日本で一番
良かった場所は 2016 年クリスマスにスキー旅行で訪れた北海道です。とても楽しくて素
晴らしい旅行でした。特に雪の質は私が滑った雪の中で一番でした。
　最近は東京で会った友達と一緒に沖縄に行って来ました。沖縄はとてもきれいな場所
で、また一番印象に残るところであります。
　みなさん、スコットランドに来る機会があったらぜひ教えてください。私が案内します！
とても素晴らしい体験ができました。ありがとうございます。

ニッキ先生

ハンナ先生



Sayonara
Lucia

　みなさん、こんにちは。ルシアです！
　7 月 31 日をもって四国中央市で国際交流員としての時間が終わります。四国中
央市で過ごしたこの 3 年があっという間に過ぎてしまったのが、信じられません。
この間にたくさんの思い出や友達を作り、絶対に忘れられないと思います。
　私は四国中央市に来て新しく体験したことが多いです。例えば、四国中央市の
夏まつり、やまじ風、お茶摘み、霧の森大福、いもたき、みかん狩り、餅投げな
どがあります。この体験を通して四国中央市のことをもっと深く知ることができて、
本当に「四国中央人」になった気持ちでした。しかし、一つ心残りがあるのは伊
予弁が話せなかったことです。方言は難しいですね！
　また、SIFA と言えばイベントは外せませんね。3 年間、様 な々イベントの企画
や運営を担当して、たくさんの方 と々出会い、新しい縁を作ることができてとても
嬉しかったです。私は国際交流員になって新しく企画したイベントが多いです。例
えば、英語カフェ、キッズ英会話、クリスマス交流会、そして韓国語講座などが
あります。みなさんがイベントに楽しく参加する姿を見て、この仕事にやりがいを
感じました。本当にありがとうございました。
　国際交流員の仕事は私の人生で大きなターニングポイントとなり、とても成長し
た自分を感じます。私は今後、山梨で新しい生活を始めます。この素晴らしい経
験ができるようにサポートしてくれた国際交流協会の会員みなさま、同僚、友達に
感謝の気持ちを申し上げます。また、機会がありましたらぜひニュージーランドへ
お越しください。みなさん、ありがとうございました。では、また！

ニッキ先生、ハンナ先生さよなら

Hello everyone! Lucia here!

My time here in Shikokuchuo as a Coordinator for International Relations 
(CIR) has come to an end. I cannot believe how fast the time has flown. 
During this time I made many friends and unforgettable memories and 
experiences. 

In Shikokuchuo City, I was able to experience many new aspects of Jap-
anese and local culture. For example, the yamajikaze, tea leaves picking, 
Kiri no Mori Daifuku, imotaki, orange picking, flying mochi experience and 
more! While experiencing all of this, I feel as if I have really become a part 
of Shikokuchuo. However, one aspect which I was unable to do was be-
ing able to speak the dialect of this city. Speaking a dialect is definetely a 
difficult thing to do! 

And of course, I cannot leave out the SIFA events. During the three 
years as a CIR I planned and managed various new events. For example, 
English Cafe, Kids Eikaiwa, Christmas Party, Korean Language classes 
and more! By seeing the participants having a great time through these 
events made my experience as a CIR much more rewarding.  Thank you 
very much!  

This job as a CIR has become a big turning point for me in my life. I feel as 
if I have grown personally and in my work life. I will now begin my new 
life at Yamanashi. I would like to deeply thank the SIFA members, col-
leagues, and friends for making my time in Shikokuchuo city an excellent 
and fabulous one! If you have the chance, please come and visit me in 
New Zealand! Once again, thank you VERY much and see you! 

ルシアさよなら



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

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。

平成30年７月豪雨災害義援金
　平成30年台風第７号及び梅雨前線等に伴う大雨災害により、西日本を中
心に甚大な被害が出ました。

　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、全額、被災者救済の
ために贈呈いたします。

　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：7月25日（水）〜９月10日（月）まで

設置場所：地域振興課・市民会館川之江会館・土居文化会館
　　　　 ボランティア市民活動センター

ニュージーランドの医療制度について
　私は日本に来て医療制度に大きな違いを感じまし
た。ニュージーランドと日本の医療システムが全く違い
ます。まず、ニュージーランドでは近所にある医師に診
てもらい、その後専門知識を持つ「スペシャリスト」に
行きます。スペシャリストとは日本でいうと外科、内科、
皮膚科、耳鼻科、眼科などです。
　ニュージーランドは次のような段階で医療機関が
分かれています。

ルシア・ジュ（国際交流員）

General Practitioner (GP)

ファミリードクター（近所の医者）

Specialist

スペシャリスト（総合病院の外来診療）

Hospital

ホスピタル（入院治療）

GPとは．．．？
「患者さんの身体・心に何か問題が生じた場合、最初に相談・診
察にあたるのが医師であり、歯科をのぞく全ての診察に対応します。
一般内科・外科はもちろん耳鼻科・眼科・皮膚科・産婦人科・
精神科も含んでいます。」

一戸由美子
（英国の家庭医療教育システム）

www.nz-hoken.com/medicsystem により

Did you know?
知っていましたか？

　ニュージーランドの GP は白衣を
着て診察をしません。男性はネクタイ
にワイシャツで、女性はワンピースか
ブラウスとスカートを着ています。

　ニュージーランドではスポーツや仕事中で
の怪我や事故が発生した場合、国からの社
会保険制度で治療費、生活補償、通院費な
どを保障してくれるACC（Accident Com-
pensation Corporation) 制度があります。


