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参加費 (一人)
　　　<電話予約>　会員 200円 / 一般 300円　
           <当日>　　　会員 500円 / 一般 1000円

パーティー　
（土）17:30-20:00　福祉会館４階　多目的ホール

カボチャランタン作り・コスチュームコンテスト・マジックショー・ゲーム

カボチャランタン作り
10月27日（土）13:00-15:00　福祉会館４階
　　(数量限定のため予約必要)
伝統のかぼちゃランタンを作ってみましょう！
夜のパーティーが終わったら作ってくれた方
にプレゼントをします！

10月27日



８月９日（木）からジョナサン先生は初心者英語を
教えてくれています。まず自己紹介から初めて先生に
聞いたり、繰り返したり、ペアで練習して少しずつ進ん でい
ます。どんどん国際的になっている社会にとても役に立つ　

スキルです。そしてもちろん習うだけでも楽しいです！英語を学ぶのは簡単じゃない
けど、一番大切なのは自信を持つことですから、皆さん頑張って下さい！

８月９日（木）からロン先生のクラスで生徒の好き
な映画を選択させて、面白い表現や感動させるシーン
を見て、英語でディスカッションをたくさんしていま

す。「ニューヨークの恋人」(Kate and Leopold) とか「プリ
ティ・プリンセス」(The Princess Diaries) とか「僕たちのアナ・バナナ」(Keeping 
the Faith) など色々な映画はトピックになりました。やっぱり映画を見ながら英語を
練習するのは楽しそうですね。

Eventイベント

映画・テレビクラブ

初心者英会話

イングリッシュキャンプ
YAHOO！８月２７日から２８
日まで塩塚高原で３８人の中学３
年生は６人のALT達と一泊二日で
英語を使いながら素晴らしいキャンプ
を経験しました！卵守り、人質ゲーム、
グー作り、水風船トス、と他の面白い
キャンプ活動をしました。二日目は
ちょっと雨だったけど、いっぱい楽しみ
ました！
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９月１２日（水）に福祉会館４階で第７回中学生海
外派遣事業の結団式が行なわれました。今年は、市
内全７中学校の生徒１９名が、１１月２７日～１２月
７日の１１日間ニュージーランド南島のヒルモートン
校でホームステイを体験します。今後は、２ヶ月間
にわたる事前研修や結団式の様子も掲載していき
ます。

Flash報告
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メキシコ料理教室
９月５日（水）にシェフ・ショーンと一緒にTEX-
MEXと言うアメリカとメキシコの料理を作りました。
アメリカとメキシコの文化の繋がりとか歴史とかにつ
いて話した後、美味しいケサディーヤと伝統的なサル
サを作りました。しかも日本で簡単に手に入れられる
材料で！数人はものすごく辛いDEATH SAUCEまでつ
けて食べてみた人もいました。Muy picante!

第７回中学生海外派遣事業結団式

SIFAボランティア会委員委嘱式
      ８月２８日（火）に福祉会館３階でSIFA事業支援
    ボランティア会委員の委嘱式がありました。この会や
委員の役割は、SIFA事業の企画立案や実施支援をおこな
うことです。委嘱された委員は下記の皆さんです。どうぞ
よろしく御願いいたします。

藤井保委員、大西顕子委員、西岡美紀委員、石津偉統委員、仙波麻衣委員、ジョナ
サン・スシダバンチ委員、秦賜佳委員、森川優委員、福田裕士委員、福田幸児委員　
の１０名　順不同



Eventイベント
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韓 国 語 教 室２

アメリカン選挙セミナー
今年はアメリカの大切な大統領選です。 今でも
オバマとロムニーは猛烈に戦っています。 そして
11月６日にアメリカ人はようやく次のリーダー
を選びます。結果が世界に影響を与える上に、選
挙はアメリカの文化の大切な一部です。一緒に大
統領の選び方や選挙の文化や立候補者の政策につ
いて学んで論議しましょう！

日　付：10月18日～12月13日　　毎週木曜日（全8回）
時　間：昼：14:00～15:00 (初級～中級）　夜：19:00～20:00 (初心者）
場　所：保健センター
講　師：森川優
参加費：一般：5,000円　会員：2,500円
定　員：各25名　
　　　　

ショーンの

日　程：　11月5日（月）　
時　間：　18:30～21:00
場　所：　市民会館三島会館
定　員：　20名　　対象：高校生以上
参加費：　一般：500円　会員：300円

10月18日から韓国語講座２が始まります！韓国出身
の森川優さんは韓国語の基本を教えてくれます。２
つの授業に分かれて、昼の部は韓国語を勉強したこ
とある方の講座で、夜の部は韓国語を初めて勉強す
る方の講座です。ぜひきてね！



一緒に作りましょう！お菓子でキャンディ・ハウスを作るのは外国
の伝統的なクリスマス活動です。くるみ割り人形の音楽を聞きなが
ら自分の創造を膨らませられてクリスマスの夢
の家を作ってみませんか？作った後には食べら
れます！

Info情報

クリスマス映画教室

日　程：　12月13日（木）　
時　間：　18:30～20:30
場　所：　保健センター
定　員：　30名
対　象：　小学生以上（小学生は大人同伴）
参加費：　一般：2000円　会員：1000円

アメリカではクリスマスの映画を見るのも大切な
クリスマスの伝統の一つです。今年は２つの有名
なクリスマス映画を見て、その映画のメッセージ
と季節の大切な気持ちについて話したり、クラフ
トを作ったりします。新しいALT達と一緒にクリ
スマスのスピリットを感じましょう！

日　程：　12月21日～12月12日
　　　　　毎週水曜日（全4回）
時　間：　19:00～21:00
場　所：　保健センター
定　員：　20名　　対象：中学生以上
参加費：　一般：1000円　会員：500円

ジンジャーブレード家作り
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ALT Intros

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。

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•ショーン
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。

市の新ALTの紹介

Hello! My name is Michael Nickerson. Before Shikokuchuo, I lived in Phoenix, Arizona, in the 
United States. After I graduated from college I wanted to be a teacher, and I decided to come to 
Japan to do so. My hobbies are music, both listening to it and composing it, and hiking. I like 
nature a lot, and I really love Japan’s natural surroundings. I also like video games, reading, 
watching movies, and I especially like food! I look forward to living in this beautiful city! 
Yoroshiku onegaishimasu!

はじめまして。マイケル・ニッカーソンと申します。四国中央市に住む前は、アメリカのアリゾ
ナ州のフェニックス市に住んでいました。趣味は作曲とハイキングすることで、好きなものは音
楽とゲームと食べ物と自然とカラオケです。四国中央市はとても面白そうです。何でも見たいで
すね。もしひまがあったら、私を見かけたなら、声をかけて下さい。よろしくお願いします！

Hello! My name is Derek Reiman. I am a first-year ALT at Mishima Higashi Junior High School.
I come from Canton, Ohio in the United States. My hobbies include watching movies, playing 
board games, reading, and traveling. I also enjoy music, particularly classical music and jazz, and 
I play the piano and guitar I am very interested in learning about Japan, and I am especially 
interested in Japanese philosophy, the tea ceremony, and Aikido. Yoroshiku!

ハロー！デレック・レーマンです。三島東中学校のALTです。アメリカのオハイオ州のカントン
市から来ました。趣味は映画、ボードゲーム、本、そして旅行です。音楽も好きです、特にクラ
シックとジャズ。それにピアノのギターも弾けます。日本について色々習いたい、特に哲学、茶
道、と合気道。よろしくお願いします！

Hello! My name is Cecilia Klueh. I am Kawanoe Minami's new ALT. I am from Minnesota, in 
America. My hobbies include singing and reading. I also like to make films, but I am still a 
beginner. This is my first time in Japan. Before I came to Japan I had never eaten Sushi, but now 
I love it! I am very happy to live in Shikokuchuo. Nice you meet you! 

はじめまして。シシリア・クリーです。南中学校の新しいALTです。アメリカのミネソタ州から
きました。趣味は歌うことと本を読むことです。映画を作ることも好きですが、まだ初心者で
す。日本は初めてです。日本に来る前に、すしを食べたことがなかったけど、今大好きです！大
学で日本語を勉強しましたが、もっと習いたいです。四国中市に住んでいるのがうれしいです。
どうぞよろしくおねがいします！
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