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NEWS
FLASH

英語カフェ②
　９月９日（日）にジョイフル川之江店で英語カフェ②を行
いました。
　今回は１８名の参加者が来てくれました。にぎやかで笑顔
あふれる一時間半でした。皆で身振り手振りをたっぷり入れ
たコミュニケーションを取ったり、おもしろいクイズを出し
合ったりするのがとても楽しかったです。
　次回の英語カフェもお楽しみください。

中学生海外派遣事業（結団式 • 説明会）
　９月１９日（水）に福祉会館 4階で第１３回中学生海外派遣事業の結
団式を行いました。今年は市内６校の生徒１８名が、１１月２５日から
１２月 5日までの１１日間ニュージーランド北島のオレワで学校交流や
ホームステイを体験します。９月２６日（水）からは２ヶ月にわたる
事前研修が始まります。事前研修では英会話、パフォーマンスの準備、
ニュージーランドについて学び、現地研修に向けて様々な準備をします。

イングリッシュキャンプ
　今年のイングリッシュキャンプは７月の豪雨災害のため、８月２３日（木）の一日だけ行いました。
市内の中学 3年生２６名が参加してくれました。
　参加者全員が７つのチームに分かれて、英語のゲームで競い合いました。ゲームだけではなく、外
国の食べ物（ハンバーガーやスモアなど）もみんなで楽しみました。
　参加者はイングリッシュオンリーの説明を頑張って聞き取り、たくさん英語で話すように挑戦して
いました。最初は緊張していた人もいたと思いますが、みんながニコニコしながら会話できていて、
素晴らしいと思いました。
　今年の結果は、グリーンチームが優勝しました！おめでとうございました！

普段外国人の
方と会話をする機会があ

まりないので、 きちんと話し
合いができて、 良い勉強

になったと思います。

スモアを初め

て食べて甘いけどマシュ

マロとチョコがとても合っ

ていて美味しかったです。

初対面の他校の子

達と、どうやったら卵を割れない

ように包めるか、話し合う事で、距

離が縮まったように感じた。

参加者の感想
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INFO

イベントの申し込み方法
TEL:(0896)28-6014
EMAIL:sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp
WEB:www.sifaweb.org/contact

NEWS 英会話①

　グループで英語のニュース記事を読んで、ディスカッ
ションをしましょう！

日程：１１月１日 ~ １２月６日　毎週木曜日（全６回）

時間：15:00~16:00
場所：保健センター　1階集団指導検診室
　　　（１１月１５日は保健センター 2階研修室）
定員：２０名
講師：チェルシーコリンズ（市 CIR）
対象：中級 ~
参加費：2,000 円（会員）、4,000 円（一般）
締め切り：１０月３１日（水）

英語カフェ③
　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、自信をつけたい人、だれでも参
加できます。

日程：１１月１１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 ／市内 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：１１月８日（木）

３

英語教室（初級）③
　ショーン先生と楽しく勉強しましょう！テ
キストを使って、英語力アップを目指しま
しょう！

日程：１１月２日 ~ １２月１４日
　　　毎週金曜日（全６回）
　　　（１１月２３日はお休み）
時間：10:00~11:30
場所：保健センター　1階集団指導検診室
　（１１月９日は保健センター２　階研修室）
定員：２０名
講師：ショーンソルバーグ
対象：初心者
※英語教室（初級）①②から続けて学びたい
方、初めて勉強する方、大歓迎！
参加費：3,000 円（会員）、6,000 円（一般）
教科書代：3,000 円
締め切り：１０月２６日（金）

ハロウィンパーティー
ボランティア募集中

日程：１０月２７日（土）
時間：9：00~20：00
　　　※短時間お手伝いも大歓迎。
　　　※昼食を準備します。
場所：四国中央市福祉会館
　　　4階多目的ホール

対象：高校生以上

服装：動きやすい格好
　　　※仮装の準備もお願いします。

活動内容：　会場準備　　　受付
                イベント運営　片付け
                       
 
締め切り：１０月１５日（月）



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

ハロウィン
パーティ

10
27

当日スケジュール

ステージイベント
16:00〜 16:15
ゲームブース巡り
16:15〜 17:30
仮装コンテスト

17:30〜 18:10
表彰式 •集合写真
18:10〜 18:30

場
所

福祉会館 4 階
多目的ホール

Sat.

パンプキンランタン作り
13:00 〜 15:00

（１家族１つ）1000 円

（先着 15 組）

月

日

予約したら風船が

もらえるよ！

ハロウィンパーティ

16:00 〜 18:30

（１人）

＜予約＞200円（SIFA会員）

　　　　300 円（一般）

＜当日＞500円（SIFA会員）

　　　　1000 円（一般）

途中参加 OK

ぬり絵コンテスト
このビンにアメ何個？

もあるよ！

４



ハロウィンの由来
　みなさん、ハロウィンの由来を知っていますか？ハロウィンの由来についてはいろ

んな説がありますが、今回はそのうちの１つを紹介したいと思います。

　ハロウィンの由来は 2000 年以上前にアイルランドやスコットランドなどに住んで

いたケルト人が祝った「サウィン祭り」にあると言われています。「サウィン」とは
収穫や冬の訪れを祝う祭りで１０月３１日の日没から１１月１日の日没まで行われて
いました。当時のアイルランドやスコットランドでは「サウィン」（冬）、「インボルク」

（春）、「ベルテイン」（夏）、「ルーナサ」（秋）の季節の祭りがとても大切なお祭りでした。
　「サウィン」の３１日に、この世とあの世との境界が弱まって死んだ人々の幽霊や

「イースシー」という妖精がこの世に戻ることを多くのケルト人が信じていました。
意地悪な幽霊を静めるために、家の外にお供えとして食べ物や飲み物などを置く習慣
が広がりました。長い歳月により、この習慣がハロウィンの始まりになったとも言わ
れています。
（参考）　※ www.irish-genealogy-toolkit.com/origin-of-Halloween.html

　　　　※ www.newgrange.com/samhain.html

　　　　※ https://en.wikipedia.org/wiki/Halloween

平成３０年７月豪雨災害義援金
に対するご支援 • ご協力
ありがとうございました。

　７月に西日本を中心に発生した豪
雨災害への義援金を皆様にお願いし
ましたところ、１４，８９８円が集
まりました。当協会では、お預かり
しましたこの義援金を、日本赤十字
社に対し９月１４日付けて送金いた
しました。皆様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。

平成３０年北海道胆振東部地震義援金

　９月６日に発生した北海道胆振地方東部を震源とする最大７の地震により、北海道に
大きな被害が出ました。
　この災害で被害された方々を支援するため、下記のとお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 :９月２５日 (火 )~１１月８日 (木 )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
                            市民活動ボランティアセンター

月

日

５

今回の

豆知識

平成３０年８月１日　産経新聞より　JET がつなぐ日米の絆
　２３０人以上が死亡 •行方不明となった西日本豪雨災害は、日本を知る当
地の米国人にも大きな衝撃を与えた。そんな中、被災地の復興に少しでも貢献し
ようと立ち上がったのが、かつて英語指導助手や国際交流員として日本各地の小
中学校や自治体に派遣された、日本政府の「JET プログラム」（外国青年招致
事業）の元参加者らだ。
　米国から JET に参加した OB でつくる「全米 JET同窓生協会」（登録者数
約１万３０００人）は、豪雨の被害が想像以上に深刻なのを見るや、７月
12日、協会のウェブサイトに被災救援や復興支援のカンパを募るページを立ち上げ
た。
　ワシントンの日本大使館も情報拡散などで側面支援し、「月末までに５０００
ドル（約５６万円）集める」との目標はたちまち達成。募金は既に６０００ドル
以上に達し、協会のバヒア • サーモンズレイン専務理事は「非常に心打たれている」
と話す。
　「日本は私の人生に多くを与えてくれた。今度は私が日本を助けたい」
　OB の一人が協会のページに寄せたメッセージだ。
　JET とは、日本の「ソフトパワー」の最大の成功例だ。JET で日本に派遣され
た米国人は累計約３万４０００人。彼らが少しでも日本を好きになってくれてい
れば、日米関係にとってこれほど心強いことはない。（黒瀬悦成）

朝日新聞により
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180906000681.html



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　星川 • 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

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。

                                      　オーストラリアから来ました周全です。１１歳の
                                      頃に家族と一緒にオーストラリアに移住しました。
　　　　　　　　　　　　　　去年、豪州国立大学を卒業しました。大学で
                                      アジア太平洋学を勉強していました。
　　　　　　　　　　　　　　暇な時に一人旅をするのが好きです。見たことの
                                      ない景色に感動し、旅先で出逢う人たちから勇気を
                                      もらえます。
　　　　　　　　　　　　　　私は今、三島南中学校、豊岡小学校、寒川小
　　　　　　　　　　　　　学校、長津小学校で子どもたちに英語を教えてい
　　　　　　　　　　　　　ます。これからよろしくお願いします。

                                      Hello! My name is Quan Zhou and I am from Australia. I                                                                                           
I                                     was born in China and moved to Australia around the age of 11.
                                      I graduated from the Australian National 
                                      University. In university I studied Japanese 
                                      Language and Applied Japanese Linguistics. 
                                      I love exploring new things. I spend much of 
                                      my free time traveling to different places.
I teach at Mishima Minami Junior High School, Toyooka Elementary 
School, Sangawa Elementary School, and Nagatsu Elementary School.

　　　　　　　　　　こんにちは。ニュージーランドから来たエイミーです！ここでの人々
　　　　　　　　　はとても素敵で親切だから長い間日本に来たかったです。たくさん
　　　　　　　　　の新しい人たちと出会って日本語を学ぶのも楽しみにしています！今
　　　　　　　　　ニュージーランドでは冬なので、日本は非常に暑いです！
　　　　　　　　　大学では生物科学とスペイン語を専攻しました。動物が大好きで私
　　　　　　　　　が飼っているペットにも会いたいです。フレドと言う猫とパンという犬
　　　　　　　　　を飼っています。パンと一緒に海辺に行くのが好きで、四国中央市
　　　　　　　　　にいる間はとてもパンに会いたくなると思いますが、ここではたたくさ
　　　　　　　　　んの楽しいことが私を待っています！よろしくお願いします :)

Hello my name is Amy and I come from New Zealand! I have wanted to 
come to Japan for a long time because the people here are so wonderful 
and friendly. I am looking forward to meeting lots of new people and learning
 to speak Japanese! In New Zealand it is winter at the moment, so Japan 
　　　　　　　　　　　　is very very hot by comparison!
　　　　　　　　　　　　　At university I majored in Biological Sciences and 
　　　　　　　　　　　　Spanish. I love animals and I will miss my pets very 
　　　　　　　　　　　　much. I have a cat called Freddo and a dog called 
　　　　　　　　　　　　Pan. I enjoy going to the beach with Pan, and I will 
　　　　　　　　　　　　miss her very much while I am here in Shikokuchuo
　　　　　　　　　　　　—but I know that I am going to have a lot of fun here! Nice to meet you all:)

新 ALT 紹介


