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In November, America and China 
both chose national leaders. In 
America, ordinary citizens went to 
the polls and voted to give Barack 
Obama a second term. In China, the 
Communist Party Congress selected 
Xi Jinping as the their new 
president. ese two leaders—like 
their countries—are very different, but
they are united in one idea: Forward.

It’s a difficult time in America, and people are struggling. 
e hope and change that Obama promised in 2008 has 
been slow to come. Interestingly enough, that’s what 
makes his victory November 6th so signi$cant. America 
didn’t just pick the new kid on the block this time around. 
ey had a choice between “America’s Comeback Team” 
and “Forward.” What 
they endorsed was a 
movement toward a 
kind of greatness 
America has never 
achieved before, despite 
the length and the 
difficulty of the road, 
rather than regaining 
some kind of lost 
American glory. 
rough their votes, 
Americans declared this 
year that they were 
committed not just to a 
revived America, but a 
new America. ere is great hope 
for the future, because despite how 
rocky the path will be, Americans 
know that at least they will be 
moving forward.

Like Obama, Xi Jinping has inherited a difficult role as 
leader of China. China’s economic growth is slowing, and 
government corruption scandals are causing unrest in the 
world’s second economy. With economic opportunities 
gradually drying up, Xi will be under pressure to satisfy 
the Chinese in other areas. ere is much talk of reform in 
the Chinese communist party, which could promise 
strides toward a more inclusive political process. If this is 
true, it looks like China, too, will be moving forward with 
an eye on a brighter future.

                 １１月にア
メリカと中国
はリーダー
を選びまし
た。アメリ
カは一般市
民が投票で
バラック・オ

バマに２期目を与
えました。中国は、共

産党大会で習近平を選択しました。
二人のリーダーは国は異なります
が、一つの考えで統一しています：
進め。

アメリカは今は苦しい時期で、人は
悪戦苦闘をしています。2008年にオバ
マが約束した希望や変化は遅いので
す。でもオバマは勝利しました。な
ぜ？今回アメリカはただ新人を選ら
びませんでした。「アメリカのカム
バック・チーム」と「進め」の選択
でした。市民が認めたのはアメリカ
を昔の良さに戻すことではなくて、
アメリカが今まで経験していない素
晴らしい方向への行動です、そこへ
の道はどれだけ難しくて長くても。 

歩いている道は
進んでいますか
らアメリカには
希望がありま
す。

オバマと同じよ
うに、習近平も
難しい仕事があ
ります。中国の

経済成長が鈍化し、政府の汚職のス
キャンダルは不安を起こしています。
中国で中産階級が増えると、社会の
政策を変える圧力も増えそうです。
共産党大会で政治改革の話は今珍し
くないので、中国は近い将来には
もっと民主主義の政府を作る可能性
があります。それが本当だったら、
中国も輝いている将来に進みそうで
す。

米国と中国:



１１月１９日からニュージーランドのクライスト
チャーチで留学する１９人の中学３年生は、先月から
１０月３１日まで英会話の練習を毎週行いました。自分

の英語力に自信を持つようになって、今はとても楽しみに
なっています。それに、特別な発表を考えて、ヒルモート
ンの生徒達やホストファミリーの前でパフォーマンスをし
ます。ニュージーランドで頑張って下さい！

１０月１３日に国際交流員のショーン・モンゴメ
リーが三島公民館でアメリカの文化についての発表を
しました。受講生のみなさんはアメリカの買い物、食べ
物、アルコール、そして映画の文化について勉強しまし
た。

Eventイベント

オレワ校の訪問
１０月１０日から１３日まで、
ニュージーランドのオレワ・カレ
ッジの１２人が市内でホームステイ
を行いました。市長表敬訪問や学校交
流、紙すきを体験しました。学校訪問で
新しい友達もいっぱい作れました。ま
た、日本と四国中央市の文化について
色々学べて、とても楽しかったそうで
す！

中学生海外派遣事業

三島地区出前講座
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１１月５日のセミナーにはアメリカの選挙の過程、
文化、そして結果の可能性について話をしました。
広告、論議、PAC、そしてソーシャルメディアの役割を
探究しました。今年競っているロムニー氏やオバマ大統領の
政策についても話をして、最後に皆さんが一人の立候補者を承
認しました。アメリカの民主主義について沢山学びました！

１０月２７日に福祉会館でハロ
ウィーンパーティーを行いまし
た。「ゾンビの打ち落とし」やピ

ニャータなどの外国のゲームや活動が
いっぱいありました。魔女のきき・ギャン
グスター熊のプーさん・エイリアンも現れ
ました。その後、参加者はみんなマジック
ショーを見て驚いていました。最後に、コ
スチュームコンテストを行って、ドラキュ
ラとアラビアのお姫様が優勝しました。ま

た来年も来て下さいね！

１０月８日から初級～中級と初心者の韓国語講
座が保健センターで行われています。

韓国出身の森川先生が基本から優しく教えてくだ
さっていますので、みんな一生懸命頑張っていま
す。

報告

韓国語教室２

ハロウィーン

Flash

アメリカン選挙セミナー
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Eventイベント
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初心者の英語教室

日　程：　1月10日～2月28日（毎週木）全7回
時　間：　19:00～20:00
場　所：　保健センター
講　師：　ジョナサン・スシダ・バンチ
定　員：　20人　　　対 象：高校生以上
参加費：　会員：2,500円、　一般：5,000円
教科書：　インターチェンジ（3千円程度）

好評のため第２回を開催します！週に1回英会話の先生のジョナ
サンと一緒にネイティブ英語を勉強しませんか。「英語は全く
喋れないけど習いたい！」という方にお勧めの授業です。ジョナ
サンはやさしく基礎から教えてくれます。練習もたくさん入れて

勉強しますから、参加したことある方、初めての方も
大歓迎です！

外国の占いやってみませんか？ロシアの
お正月の時期の占いはとても人気で色々
な伝統的な占い方を行うものです。ろう
そくのろうを読むことや望みを飲むこと
もその中の２つの占い方です。不思議！
それ以外にも、教室で色々な神秘的なロ
シアの占いもやります！

日　程：　1月16日（月）　
時　間：　19:00～21:00
場　所：　保健センター
講　師：　デレク・レーマン
定　員：　20名　　対 象：中学生以上
参加費：　一般：800円　会員：400円

外国の占い



Info情報

中東料理教室
素敵な中東料理をカナダとイェメン国のアブ先生
が教えてくれます！砂漠と駱駝の世界で生まれた
ファラフェルやハマスという食べ物を作ります。
本当に国際的で、なかなか愛媛で経験できない味
です！ぜひ参加して下さい。

日　程：　1月25日（金）
時　間：　19:00～21:00
場　所：　保健センター
講　師：　アブヂューラ・ゾカリ
定　員：　30名　　対象：高校生以上
参加費：　一般：1000円　会員：500円

みんなで中国のお正月「春節祭」をお祝いしましょ
う！太極拳や、チェンズ（蹴り羽根）体験など、中国
文化に触れてみませんか？毎年楽しいから、今年も中
国人や日本人友達同士でワイワイしましょう！

日　程：　2月3日（日）18:00～20:00
場　所：　福祉会館4階多目的ホール
参加費：　無料
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！

时　间： 　2月3日（日）18:00～20:00
地　点：　福祉会馆４楼多功能大厅
参加费：　免费
准备物：　请各自携带一样食品或饮料（不含酒精成
　　　　　份）前来参加。
対　象：　有兴趣的都可以参加！

春節祭
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`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

Last Word

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。

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。

西洋のクリスマスって何ですか？日本人はアメリカやヨーロッパ
を見て、プレゼントとか飾り、キリスト教などを答えるかもしれ
ません。確かに、クリスマスはイェスの生誕の祝いです。でも文
化的に一番大切なポイントは：「地には平和、御心に適う人にあ
れ」です。この単純なフレーズはクリスマスの精神を体現しま
す：社会の立場や国籍や宗教や民族性
を関わらず、取得して皆を平等に優
しくするということです。それに、
国境を超え、皆同じ人間だことを確
認する概念です。

アメリカやヨーロッパのクリスマス
の時期に、店員さんはチェックアウ
トしながら暖かく季節の挨拶をして
くれます。道で他人同士がすれ違っ
たら、お互い笑います。一般人は他
人の手伝いをしたり、貧しい人に寄
付したり、自分を悪くする人でも許
したりします、皆が同じようにハッ
ピーなクリスマスを過ごせるよう
に。

私の好きなクリスマス話の一つは
「ジュワィユー・ノエル」というフ
ランスの映画。１９１４年に、第一
世界大戦の西部戦線で戦っていたフラン
ス人やスコットランド人、ドイツ人はクリスマス・イブに停戦し
て、無人地帯で会って一緒にお祝いしました。それはクリスマス
の精神の素晴らしい例だと思います。今年のクリスマス、ぜひ見
て下さい！

What is Western Christmas about? Many Japanese people look at 
America and Europe and answer: presents, decorations, 
Christianity. To be sure, for many the holiday is a celebration of  
Jesus Christ’s birth. But these answers miss the most culturally 
significant part of  Christmas: “Peace on Earth, and goodwill 
toward men.” This simple phrase embodies what we call the 

“spirit of  Christmas”: the idea that 
during the holiday season we should 
put aside our differences and treat 
all human beings with equal 
kindness, regardless of  social 
standing, nationality, religion, or 
race. Not only that, but it’s a 
concept that transcends all borders, 
doesn’t actually require money, and 
appeals to best in all of  us.

Around Christmas in America and 
Europe, normally apathetic store 
clerks check you out with a warm 
holiday greeting. Strangers pass 
each other on the street with smiles. 
Ordinary people go out of  their way 
to help others, give to the less 
fortunate, and forgive people who 
have wronged them. During the 
holiday season, it’s our custom to 
treat other people with kindness so 
that everyone can have an equally 
merry Christmas.

One of  my favorite Christmas stories is documented in a French 
movie called Joyeux Noel, set during World War I. In 1914, 
German, French, and Scottish soldiers fighting on the Western 
front called a Christmas Eve truce and crossed into no-man’s land 
to celebrate with each other. For me, it’s the most potent example 
of  how the message of  Christmas brings out our humanity. Try 
watching it this Christmas!

クリスマスの精神
編集    後記
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