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SIFA Times
四国中央市国際交流協会会報誌

SIFAのホームページがリニューアル
　1月から新ウェブサイトが登場しました。SIFAの最近のニュースやイ
ベントのビデオ、過去の会報誌や国際交流員のブログ、全部が見やす
い新しいサイトです。是非ご覧になって下さい。アクセスは 
www.sifaweb.jp、もしくは、四国中央市国際交流協会で検索。スマー
トフォンを使っている方は右下のQRコードでもアクセス出
来ます。新しいサイトに関するコメントがあれば、国際交
流協会へのメールを。(sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp)

　　　　　　　　　SIFAの会員は会報誌に書いてあるイベント情報を知るのは一
　　　　　　　　　般の方の一週間ぐらい前です。人気がありそうなイベントに
　　　　　　　　　参加したい時は、会報誌をもらってからすぐ申込みしてね。

お知らせ

http://www.sifaweb.jp
http://www.sifaweb.jp
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Event Flashイベント報告

ロンの映画•テレビクラブ2 ジョナサンの初心者英会話3

第3回スクラブル大会 後期技能実習生受入

2

12月11日（日）にうま商工共同組合主催の
2011年度後期技能実習生受入式がホテルグ
ランフォーレであり、21名が当市で技能実
習生として就業いたします。式に先立ち、
KS会館前で歓迎餅つき大会が100名以上の
参加者のもと盛大に行なわれました。

1月14日（土）に保健センターで10名がアメ
リカの伝統的なボードゲームで遊びまし
た。ゲームの内容は袋から取ったアルファ
ベットで繋げて単語を作り、得点を競う
ゲームです。初心者から上級者まで参加者
の英単語の能力がすごくて、とても楽し
かったです。

1月12日（木）から8名が全7回の映画•テレ
ビクラブに参加しています。最初の授業で
は受講生の好きな映画や番組を聞き、一昨
年の大人気映画ソーシャル•ネットワークを
観て英語で話し合いました。今後の授業で
も色んな映画を観て、受講生の英語能力が
アップされると思います。

1月18日（水）から20名が全7回でジョナサ
ン先生と一緒に英会話を学んでいます。初
めにジョンサンの自己紹介と受講生一人一
人の英語の自己紹介をして、そしてペアに
なって簡単で楽しい会話練習をしました。
残りの授業で受講生のみなさんが少しずつ
話せるようになるでしょう。



Event Infoイベント情報

3

ニュージーランドからのホームステイ受け入れ募集！

韓国のサロン

イースターまつり

韓国出身の森川優さんが5月から
韓国語講座を行う予定です。その
前にこのサロンで皆さんに韓国の
紹介をしてくれた後、ポットラッ
クパーティーを行います。みんな
で韓国のことを楽しく美味しく学
びませんか？

日　程：2月25日（土）18:00～20:00
場　所：保健センター2階研修室
参加費：無料
定　員：40人
準備物：持ち寄りパーティーのため1
　　　　人1品ご参加下さい。（アル
　　　　コール類はご遠慮下さい）
対　象：興味のある方ならどなたで
　　　　もOK!

2回目のイースター祭りを計画しています！この伝統的
なアメリカの春のお祭りを一緒に楽しみましょう！
イースターエッグペインティングやイースターエッグハ
ント、イースターのゲームなど、幼児や小学生向きの
イベントがいっぱいあります！次回の会報誌に詳しい
情報が掲載されます。

ニュージーランドの南島、クライストチャーチにある
ヒルモートン校から訪問団がやってきます。ホームス
テイ受け入れを通して、自宅で国際交流してみません
か？特別なことは必要ありません。興味のある方は事
務局までご連絡ください。

日時：　４月１２日（木）～２１日（土）

※日本語を勉強している生徒８名と引率の先生３名の１１名です。
※初めて受け入れする方を優先させていただきます。
※3月に説明会をいたします。

4月8日（日）予定



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•合田•トム
TEL: 0896-28-6014 内線: 1352/1351

メール: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

http://www.sifaweb.jp

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。

Last Word編集    後記

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。

冬の雪

　僕の一番好きな詩は10年ぐらい前に出会いました。そ
のころの教科書に書かれていて、僕と同じニューイングラ
ンド出身の詩人が1923年に書いた冬の詩です。初めて読
んだ時に非常に感動しました。数日前に市内の雪化粧した
山を見たらこの詩を思い出しましたので、今回の会報誌で
皆さんに紹介したいと思います。どこの国の人でも雪の奇
麗さと静かさが分かるのではないでしょうか。今年もよろ
しくお願いします。

雪の夕暮れに森のほとりに佇んで
ロバート•フロスト　安藤千代子 訳

だれの森か　わたしにはわかっている。
持主の住居は　村にあるのだが。
雪の一面に積もる森を見ようと
足を止めるわたしを　彼は知らないだろう。

一年中で一番暗いこの夕暮れに
わたしの愛馬は　近くに農家も見えない
森と氷った湖のあいだに
足を止めるわたしを　妙に思っているだろう。

愛馬は引き具の鈴をひと振りしている
思いちがいではないかと　たずねるように。
ゆるやかに流れる風の音、柔らかく舞う雪の音
そのほか　何も聞こえない。

森は美しく、暗く深い、
だが　わたしには守るべき約束がある、そして
眠る前に　あと数マイル行かねばならない、
眠る前に　あと数マイル行かねばならない。

Winter’s Snow
　
   About ten years ago I found my favorite poem. It 
was written by a poet from my area in 1923, and 
when I found it and read it in my textbook I was very 
moved. A few days ago the snow-capped mountains 
next to Shikokuchuo reminded me of this poem so I 
thought I would introduce it to everyone in this 
winter’s newsletter. Regardless of country, I think 
everyone can appreciate the beauty and silence of a 
winter’s snow. Here’s to a great New Year. 

Stopping by Woods on a Snowy Evening
Robert Frost

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
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