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　２月 9日に第 6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。今年は約 250 人の参加
者が来場し、ステージイベント、ブース巡りと美味しい世
界料理の味を楽しみました。
　ステージイベントは三島高校の書道パフォーマンスから
始まりました。このパフォーマンスのお陰で初めて書道の
素晴らしさが分かった外国人は少なくないと思います。2
番目はベトナムの実習生による歌 Đón Xuân（「春を迎える」）
とベトナム踊りでした。踊りの１曲目は「サイゴンの婦人」
というテレビ番組のテーマ曲 「 Cô Ba Sài Gòn」で、2曲目
は AKB48 の「恋するフォーチュンクッキー」でした。３番
目は市 ALT のエリス・マシューのジャズギター演奏でした。
マシューは南アフリカ出身で、１曲目は「スークース」と
言うアフリカンダンスミュージックでした。皆が踊りたく
なりました！

しこちゅ〜国際交流フェスタ

　ブース巡りでは、今回初めてのジンバブエブースと愛媛
県国際交流協会の相談窓口がありました。それ以外に日本、
ベトナム、中国、アメリカ、南アフリカ、ニュージーラン
ド、民族衣装体験と警察ブースの全部で 10 ブースありまし
た。スタンプラリーで６つのブースを回ると景品をもらえ
るため、参加者は色んな国のゲームをチャレンジしました。
次回のしこちゅ～国際交流フェスタの参加を楽しみにして
います。



　1月 16 日～ 2月 20 日の毎週木曜日に全 6回の NEWS
英会話②を行いました。ニュース記事を読んで単語を
習って、色んなことについて英語で意見を発言する練
習をしました。
　今回の記事の内容は欧州連合、ストレスと老化の関
係、世界のもっともいい子育て環境等、毎週楽しく会
話ができました。意見交換を通じて CIR も参加者から
たくさんのことを学びました。今回高校生の参加者も
いて、盛り上がりました。
　また皆さんと再会できるのを楽しみにしています。

NEWS英会話②

　市 CIR ダニエル・クルーズが 1月 22 日に川
之江みなみ幼稚園を、1月 30 日に川之江幼稚
園を訪問しました。家族や出身のアメリカ太
平洋岸北西のポートランド市のお祭りについ
て発表してから、アメリカの歌「Old 
MacDonald had a farm」や「Duck, duck, 
Goose!」や「Rock, paper, scissors, split」
などのゲームをして遊びました。３歳～ 5歳
の子どもたちはとても明るく、あっという間
に 1時間の訪問が過ぎました。

CIR 派遣

　1月 26日（日）にジョイフル川之江店で英語カ
フェ④を行いました。市ALTのシンガイ、ルーカス、
ジェイソン、市 CIR ダニエル、日本人の大人 9人
と高校生 2人が参加しました。4グループに分か
れてお茶を飲みながら、英語で様々なことについ
て会話をしました。英会話を楽しみながら、多く
の知り合いができました。次回の参加も楽しみに
しています。

英会話カフェ④

ダニエルの料理教室
　2月28日（金）に開催予定だったダニエルの料理教室は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点か
ら、中止いたしました。
　今回の料理教室については、来年度に実施したいと思っています。実施日が決まったら、会報誌でお知
らせしますので、その時にお申込みください。皆さんの参加をお待ちしております。

ニュースフラッシュ



イベント情報

Events 

　日頃より当協会の活動にご理解、ご協力いただ
きありがとうございます。
　さて、当協会では、例年 5月に定期総会を開催
しておりますが、この度、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大を踏まえ、現在、調整中であります。
　状況が改善されましたら改めて開催について案
内させていただきます。
　以上のことにつきまして、ご理解のほど、お願い
申し上げます。

  Thank you for your support and participation in the events of the Shikokuchuo
 International Friendship Association.
  While this association holds its annual General Meeting in May, this year, in the interest of 
preventing the further spread of novel Coronavirus, we are adjusting our plans.
  When the situation improves we will provide more information regarding our anniversary 
Meeting.

  Thank you for your support and participation in the events of this
Association.
  As you know, the spread of the novel Coronavirus has caused many 
events to be postponed or cancelled. In the interest of minimizing the 
spread of this disease, we are unable to publicize events at this time. We 
will continue to publish this newsletter, but with respect to the ‘Event 
info’ section, the contents will change.  
  Once the COVID-19 situation has been resolved, we will resume 
publicizing our events here in the newsletter. We look forward to seeing 
you then.

SIFA 総会の開催について

SIFA イベント等の開催について

Concerning the SIFA Annual Meeting

Concerning upcoming SIFA events

　日頃より当協会の活動にご理解、ご協力いた
だきありがとうございます。
さて、会員の皆様もご存じのとおり、新型コロナ
ウイルス感染症により、全国で様々なイベント等
が中止や延期となっております。当協会でも、感
染拡大防止の観点からイベント等の開催を自粛
することがあり、会報誌でのイベント情報を掲載
することが難しくなっております。会報誌は通常
通り発行いたしますが、当面の間、イベント情報
につきまして、内容を一部変更することがありま
すので、ご了承ください。
　なお、新型コロナウイルス感染症が終息しまし
たら、会報誌等にてイベント情報をお知らせしま
すので、ぜひご参加ください。
　以上のことにつきまして、ご理解のほど、お願
い申し上げます。

  Thank you for your understanding.



Goodbye

ShingaiWelcome

Samantha

  Hello, my name is Shingai Madziire. I am from Ottawa, Canada with origins from Zimbabwe. I 
am fluent in English and French, and I am always curious to learn other languages. In 2017, I 
graduated from the International Development and Globalization program at the University of 
Ottawa. Since, I have had the opportunity to complete placements in various countries 
(eg. Nigeria and Burkina Faso) before continuing on to do my master’s in education, which I am 
in the process of completing.

  My passion for education and working with children and youth were one of the reasons that I 
applied for the JET Programme. However, my curiosity and interest in different cultures gave 
me a desire to want to learn more about Japan, its culture and its people. 

  I look forward to meeting new people during my time in Japan, learning about their realities 
while sharing some of my interests with others. I enjoy watching documentaries, hiking, cooking,
going on road trips and trying new things. If anyone has any recommendation on things to do, 
or if anyone would want to join me on my adventures, please do not hesitate to get in touch 
with me. I hope to meet each and every one of you soon. 

　初めまして、シンガイ・マジーレです。私はジンバブエ系カナダ人で、
オタワ市出身です。現在英語とフランス語が話せて、他の言語にも興味
があります。2017年にオタワ大学の国際発達とグローバリゼーション
課程を卒業しました。それ以来、ナイジェリアやブルキナファソなど、色

な々国で研修でき、大学院に進学しました。現在大学院生です。
　JETプログラムに応募した理由は子供と青少年の教育に対しての情
熱です。多文化について興味と関心があり、日本、日本の文化と日本人
について、たくさん習いたいです。
　日本に住みながら人脈を広げ、日本の人々の実態を知りたいです。私
の趣味はドキュメンタリー映画、ハイキング、料理、ロードトリップ、そして
新しい体験が好きです。地元のおすすめスポットやアクティビティがあ
れば気軽に声をかけてください。
　皆さんに会うことをとても楽しみにしています。

  Since August 2019 I have lived in Shikokuchuo; I have 
enjoyed my time very much. Shikokuchuo is a city filled with 
many welcoming and friendly people, and Ehime is a beau-
tiful prefecture. My favourite part about living here has been 
working with the teachers and students I had the pleasure 
of meeting. The students and teachers I met have made my 
time here memorable. I will go back to Canada to be a 
teacher there but I am happy for the time I spent here. 
I hope I can come back and visit again soon! 

　２０１９年から四国中央市で住み、ここで過ごした時間はとても楽しかったです。四国中央市には親切な
方々が多くいて、愛媛県の景色はとても綺麗です 。日本で経験したことの中で一番楽しかったのは学校の先
生や生徒と一緒に授業をすることでした。皆一人ひとり印象に残っています。これから帰国してカナダで先
生の仕事をします。ここに来られてとても良かったです！早く四国中央市に遊びに来たいです！

新旧 ALT 挨拶



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　山川•上田•仁野•クルーズ
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。

Z I M B A B W E
豆知識

Z I M B A B W E

　四国中央市にジンバブエのルーツを持つ人が来ました。
さて、ジンバブエはどんな国でしょう？
　ジンバブエ共和国はアフリカ大陸の南部に位置し、南アフ
リカ共和国より北の内陸国です。公用語として16言語のう
ち、英語、ショナ語、北ンデベレ語が主に使われています。人
口の71％はショナ民族です。

　ジンバブエ料理にピーナツバターが
よく使われています。野菜、肉、ご飯、ど
んな食材にもピーナツソース「unedovi　

（ウネドービ）」をかけて美味しく食べ
られています。

首都のハラレ市

　ジンバブエの名所はユネスコ自然遺産に登録され
ているヴィクトリアの滝です。ジンバブエとザンビアの
国境にヴィクトリアの滝があり、ブラジルのイグアス
の滝と並んで世界最大の滝です。文化遺産は11世
紀の大規模な石造建築のグレート・ジンバブエ遺跡
や15世紀のカミ遺跡群があります。 グレート • ジンバブエ遺跡

ヴィクトリアの滝

　意外なジンバブエ料理のひとつは 
「mopane worms”（モパネ虫）」です。
タンパク質がたくさん入っています！機会
があればチャレンジしてみてはどうですか？

mupunga unedovi mopane worms国獣のセーブルアンテロープ


