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SIFA Times
四国中央市国際交流協会会報誌

SIFA総会&ポットラックパーティー
　平成24年5月12日（土）午後7時から総会が行われ
ました。 以下、議案通り可決されました。

• 議案第1号　平成23年度　事業報告について
• 議案第2号　平成23年度　決算報告について
• 議案第3号　平成23年度　監査報告について
• 議案第4号　四国中央市国際交流協会規約改正（案）について
• 議案第5号　平成24年度　事業計画（案）について
• 議案第6号　平成24年度　収支予算（案）について
• 議案第7号　役員の改選について（案）

ヒルモートン校のホームステイ事業
　4月12日～4月21日までニュージーランドのクライストチャーチ市にあるヒル
モートン校の7名の生徒と3名の先生が市内でホームステイを行いました。紙す
き、書道や陶芸体験をして、四国中央市のよさを味わうことが楽しく出来まし
た。特にボランティアホストファミリーに大 Thank you!

若竹サロンとの交流 市長の表敬訪問 議場の訪問

陶芸体験 紙すき体験 三島高校での書道授業

これからのイベント：ダニエルのニュース英会話3、シェフ•トムのケベック料
理教室、ドリームキャッチャークラスとポットラックパーティー　　

四国中央市
国際交流協会

詳しくは3 ページへ



イベント報告Event Flash
イースターまつり2012 シェフ•ベンのアメリカ料理教室

トムのスペイントラベラー2ビーチパーティー

韓国語講座 ジョナサンの初心者英会話4

　4月8日にアメリカ流のイースターまつりを三島
運動公園の子供広場で行いました。エッグペイン
ティングやエッグハントをして、とても楽しかっ
たです！

　5月10日から初心者と初級～中級の2つの韓国語
講座が保健センターで始まりました。森川先生
（韓国出身）が優しく韓国語の基本から教えてい
ます。みんな、행운을어요!

　　5月9日からトムのスペイントラベラー2が保健
センターで始まりました。スペイン語の発音や日
常会話を中心に勉強していきます。¡Suerte a 
todos!

　4月25日にアメリカで大人気のニンニク•パルメ
ザン味とチリ味のバッファローウィングを保健セ
ンターで作りました。チリの方は本当にピリ辛
だったけど、美味しかった！

　好評のため4回目のジョナサンの英会話を保健
センターで行っています。とても優しいジョナサ
ン先生と一緒に会話を通じて英語の基本を習って
行きます。みんな、Good luck!

　5月20日に寒川豊岡海浜公園でアメリカ流ビーチ
パーティーを行いました。ハムサンドイッチ、トル
ティーヤチップス、サルサを食べて、ビーチバレー
やバドミントンでみんなで楽しく遊びました！
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イベント情報Event Info
ダニエルのニュース英会話3

シェフ•トムのケベック料理教室　　共催：男女共同参画事業

ドリームキャッチャークラス

日　付：6月13日～7月18日　毎週水曜日
　　　（全6回）
時　間：15:00～16:00
場　所：保健センター
講　師：ダニエル•ニエベス
定　員：15名
対像者：中級～上級者
参加費：一般：4,000円
　　　　会員：2,000円

　好評のためダニエルのニュース
英会話の3回目を開催します。 
BBCやABCやReutersのホット•ト
ピックに関する記事を読んで、会
話や議論を行います。最近の話
題、時事問題について英語で話し
合いましょう。興味がある方ぜひ
ご参加ください。

日　付：7月10日（火）
時　間：18:00～20:00
場　所：保健センター
講　師：トム•ニュートン
定　員：35名
参加費：300円

　カナダの東海岸にあるフラン
ス系ケベック州のミートパイと
いう伝統的な料理を作ってみま
せんか。肉とジャガイモの組み
合わせパイでとても香ばしくて
美味しいです！市のALTのダニエ
ルはアメリカの男女共同参画に
ついての発表もします。ぜひ来て
下さい！

日　付：7月18日（水）
時　間：18:00～20:00
場　所：保健センター
定　員：35名
参加費：一般：1,000円
　　　　会員：500円
＊ポットラックパー
ティーのため、一品持
って来て下さい。

　アメリカの先住民族の
ドリームキャッチャーの歴
史や意味を習いながら実
際に作ってみませんか。

そのあとポッ
トラックパー
ティーをする
ので、ぜひ来
て下さい！

NZのオレワ校ホスト募集！
ニュージーランドの北島、オークランドにあるオ
レワカレッジ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：　10月10日（水）～13日（土）

※日本語を勉強している生徒9名と引率の
  先生3名の12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。
※9月に説明会をいたします。 3



Last Word

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。

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。

Assimilation

  A few  weeks ago I came upon a particularly 
complex toilet remote control which, if I’m not 
mistaken, had 23 buttons on it. If I had come across 
a similar level of technological extravagance a year 
ago, I’m sure I would have been duly  impressed but 
it seems toilet remote controls have lost their wow 
factor. At some point over the past year, the exotic 
became quotidian; the exciting, normal and the 
foreign, familiar. 
    I didn’t realize how  accustomed I’d become until 
Shikokuchuo hosted 11 New Zealanders for 10 
days during April. Spending time with a group of 16 
year olds who had never been to Japan before 
reminded me of how magical and and adventurous 
everyday  life in Japan can be: ice cream and 
noodle vending machines, expansive stores where 
every item is 100 yen, gym classes where students 
march in perfect lines and formations, raw fish 
floating by  on metal conveyer belts, rooms built 
specifically  for taking your shoes off and putting 
them on, and on and on the list goes. I had become 
so assimilated I had forgotten why  Japan struck me 
as such a magical country in the first place. 
    I think the trick is to take yourself out of your daily 
routine and to try  something new. The Japan that 
had come to strike me as normal is the same Japan 
that when I came as a 14 year old excited and 
inspired me, the only  difference was my 
perspective. No matter where you are, it’s a foreign 
country  to someone. Why not try  and imagine you 
life through their eyes?

-Tom

同化

　数週間前、トイレのボタンが23個もついてあるのを発
見しました。同じようなテクノロジーを去年見つけてい
たとしたら、絶対感動していたと思います。しかし、僕
はいつのまにか、日本のテクノロジーに慣れてしまっ
て、感動しなくなりました。去年から今年の間で刺激が
あまりなくなり、エキサイティングじゃなくなて、海外
（日本）が身近になって来ました。
　日本にどれほど慣れてきたかがはっきり分かってきた
のが、4月12～21日の10日間で10名のニュージーランド
人を四国中央市でホストした時でした。日本に来たこと
なかった16歳の学生と毎日一緒に過ごすと日本の日常生
活がどれほど魔法的、冒険的になれるということを覚え
ました。アイスクリームや麺の自動販売機、広い全部の
製品が100円の店、整列の練習をする体育授業、金属の
コンベアベルトにグルグル回る生魚、靴を脱ぐための特
別な部屋など等、考えるとすべてがすごく面白いです。
しかし、1年間日本に住んで、慣れて、日常の感動を忘
れてしまいました。
　難しいのは日常から離れて、新しい経験をすることで
すが、やった方がいいと思います。14歳の時の僕が大変
感動した日本と現在の慣れてしまった日本はまったく一
緒なところなんです。違うのは僕の見方だけなのです。
どこにいても、あなたが住んでいる国は誰かの外国で
す。自分の日常を外国人の目で想像してみませんか。

- トム
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