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日程：　5月28日（土）
時間：　19:00～　総会
　　　　19:30～　ポットラックパーティー
 　　　　　   （1人1品を持って来て下さい）
場所：　福祉会館4階多目的ホール

ポットラックパーティーで東日本の特産品を食べて、応援しよう！
　　　　　仙台七夕に復興の願いを込めた、メッセージの短冊を送ろう！

東日本大震災の義援金

• 募集期間：　　　　平成23年3月28日（月）～6月28日（火）
• 募金箱設置場所：　市民交流課国際交流内
• 贈呈先：　　　　　日本赤十字社

　すでにご支援をいただいている方には、心より感謝を申し上げます。

「ニュージーランド南島地震」救援募金のご報告とお礼

　平成23年2月28日（月）～4月15日（金）の期間、四国中央市と四国中央
市国際交流協会が共同で実施しました募金活動にご協力いたしまして誠にあ
りがとうございました。
　期間中、みなさまから寄せられました募金総額は、

1,109,801円
　となりました。あたたかいご支援に対しまして心よりお礼申し上げます。
募金は、ヒルモートン校およびクライストチャーチ市へ贈呈いたしました。

地震義援金

            みんなでがんばろう日本!



Event Flash
イベント報告

愛媛大学の英語コース

ダニエルのニュース英会話

小学校の英語の遊び

　5月10日から四国中央市にある紙産業技術セン
ターで愛媛大学紙産業特別コース英語プレゼン
テーションの助教授として、国際交流員のトムが
教えています。
　英語でのプレゼンテーションを何回も繰り返し
学生達の英語能力向上を目指すための活動です。
　今回のテーマはトムの自己紹介だったんです
が、これから色々なアメリカの歴史やアメリカの
文化についての発表をするつもりです。

　5月11日に1回目のダニエルのニュース英会話
が開催されました。今回はみんなで英語の自己
紹介をして、アップル社についての記事を読み、
本当に楽しかったです。
　これからも色々なテーマに関する記事を読ん
で、論議や意見交換をするつもりです。

　5月16日に長津小学校と上分小学校で、国際交
流員のトムがアメリカの文化について教えまし
た。中でも世界の国旗に対する知識の多さには
本当に驚きました。たくさんの子供達が参加し
てとても楽しかったです。
　これからもたくさんの市内の小学校に訪問し
ますので、楽しみに待ってて下さい。



California Living
カリフォルニア通信

　すっかり春らしい日和が続いているサンディエゴより
こんにちは。さて、今回は南カリフォルニアのハイキン
グコースを２箇所ご紹介したいと思います。
　先ずは、 北東にわずか1時間強の
Warner Springsです。4月に入るとカ
リフォルニアの州花、Golden Poppy
が咲き並びますが、今年は例年より
寒かった為かまだ3分咲きでした。
(写真1)。こちらの10キロ程のコース
は緩やかな道のりで、多くの人が乗
馬を楽しんでいました。Warner Springsを訪れた楽しみ
の一つは、Eagle Rock (写真
2)。高さ頭部で3メートル程で
しょうか。とても立派な鷲で
す。後ろから見ても鷲そのもの!
(写真3)。本当に感動でした。楽
しみの2つ目は、何とここには
自然の温泉があるのです。近く
までいくと、硫黄のなつかしい
匂いに大好きな日本の温泉を思
い出しました(写真4)。ただし日本と違い、温泉水が

プールまで引かれており、水着を着
て浮き輪につかまり『浮かんで』楽
しみます。。。贅沢はいいません、
温泉、とても気持ちよかったです。
お隣の水のプールと行ったり来たり
して2時間ほど楽しみました。帰り道
に、アップル

パイで有名なJu l i an市へ寄り
道。アイスクリームと一緒に頂
く熱々のパイは比較的あっさり
目で美味ですよ～(写真5)。
　次は、ロサンゼルスを通り越して2時間半ほど北上し
たSanta Clarita市にあるVasquez Rocksです。National 
Register of Historic Placesに1972年に登録された3 km²
ある公園は、サンアンドレアス活断層（San Andreas 
Fault）の動きにより、45度に断層が地上に持ち上げら
れ出来た奇妙な形の巨大な岩が沢山あり、映画、Star 

Trek、The Texas Ranger 、Lassie、Planet of the Apes 
などを始め、100を越える映画撮影に使われている場所
でもあります。多くの観光客は、高速道路から入ってす
ぐの岩周辺で記念写真を取るようですが、私たち夫婦
は6キロほどのパーク内をぐるりとハイキングすること
に。途中すれ違った男性に、「今日はお天気がいいか
ら、キング蛇やガラガラ蛇がい
るから気をつけてね」と言われ
青ざめた私でしたが、音を立て
ながら行けば、日向ぼっこして
るだけで逃げるから大丈夫、と

のアドヴァイスに主人に先に歩いて
もらい続行することに。(写真6,7)。
幸い蛇に出くわすことはなく、無事
スタート地点に戻ることが出来ま
（ほっ）、最後にシンボルとなる岩
山の頂上まで上る
ことに(写真8の頂

点です！)　頂上からの景色は最高で
した！　が、「行きはよいよい帰り
は恐い」？　転げ落ちないように怯
えながらも何とか無事に降りれまし
た　(写真9)。

　サンディエゴと言えばビーチで知られていますが、こ
のように少し足を伸ばせば穴場が沢山あります。私たち
の住む市から西に30分でビーチ、東に1時間で砂漠(冬は
雪が積ります！)、南に1時間でメキシコ、北に1時間半
でロス。是非、皆さん遊びに来てくださいね～。

写真1

写真2-3

写真4

写真5

写真6

写真7

写真8

写真9

会員スイニー順子



Event Info
イベント情報

シェフ•トムの南米料理教室

スペイントラベラー

ファヒータというとても美味しいメキシコ
料理を食べたことありますか？グアカモー
レを作ったことありますか？南米の伝統的
なマテ茶はどうですか？トムと一緒にこの
美味しい料理を作ってみましょう！

日程：　6月26日（日）
時間：　12:00～14:30
場所：　保健センター２階栄養指導室
定員：　30人（先着順）
参加費：一般／1500円　会員／500円
講師：　トム•ニュートン

スペインや南米に旅行したいと思っている
方、興味のある方に、トムのスペイントラ
ベラーを紹介します。スペイン語の簡単な
挨拶、自己紹介、役に立つ文法などを取り
上げています。トムとスペイン語の基本を
学びませんか。

日程：　7月14日～8月11日
時間：　毎週木曜日19:00～20:00全5回
場所：　保健センター２階研修室
対像：　初心者
定員：　20人（先着順）
参加費：一般／3,500円　会員／1,500円
講師：　トム•ニュートン



中国語講座

Event Info
イベント情報

キッズタイム英語アゴーゴー
（共催：財団法人愛媛県国際交流協会）

日程：　6月22日～8月17日
時間：　隔週水曜日19:30～21:00全5回
場所：　市保健センター２階研修室
対像：　初心者から上級者まで
定員：　20人（先着順）
参加費：一般／5,000円　会員／2,500円
講師：　秦（しん）賜佳（しか）

日程：7月24日（日）
! 13:00～14:00（幼児の部、4歳～6歳）
　　　14:30～15:30（児童の部、小学生）
場所：福祉会館４階多目的ホール
定員：各40人（先着順）
参加費：一般／1人1,000円　会員／家族で500円
　　　　

テーマ：
秦さんの中国語講座＜中国文化を触れてみよう＞
１．中国語基本知識（発音編、基本会話編）
２．映画鑑賞その他

最終回に中国の方とのポットラックパーティーも
ありますのでぜひ参加して下さい。

　夏休みに、英語で遊ぼう！簡単な英会話、
クイズ、ゲームを通じて、英語やアメリカの
子供の遊びを一緒に楽しく体験しましょう！
　ハワイからのサマー•インターン生（アダム
ロス　シューツラーとメルセデス　二コル　
バゾンさん）をスペシャルゲストに迎えて、
フラ体験もあります。
　お父さん、お母さんも子供と一緒にプチフ
ラ体験をしてみませんか。

中国語講座



Event Info
イベント情報

中国語講座

キッズタイム英語アゴーゴー

ドイツスポーツ少年団
ホームステイ受け入れ事業

日程：　6月22日～8月17日
時間：　隔週水曜日19:30～21:00全5回
場所：　市保健センター２階研修室
対像：　初心者から上級者まで
定員：　20人（先着順）
参加費：一般／5,000円　会員／2,500円
講師：　秦（しん）賜佳（しか）

テーマ：
秦さんの中国語講座＜中国文化を触れてみよう＞
１．中国語基本知識（発音編、基本会話編）
２．同じ漢字なのに（例：肝と胆）
３．映画鑑賞（タイトル：变脸ヘンメン）

ドイツからスポーツ少年団がやって来ます。ホームステイ受入を通して、自宅で国際交流し
てみませんか？特別な事は必要ありません。興味のある方は事務局までご連絡ください。

   日時：8月5日（金）～8月7日（日）
   年齢：16歳から20歳
   受け入れ人数：6名

日程：7月24日（日）
! 13:00～14:00（幼児の部、4歳～6歳）
　　　14:30～15:30（児童の部、小学生）
場所：福祉会館４階多目的ホール
定員：40人（先着順）
参加費：一般／1,000円　会員／家族で500円
　　　　

夏休みに、英語で遊ぼう！簡単な英会話、ク
イズ、ゲームを通じて、英語やアメリカの子
供の遊びを一緒に楽しく体験しましょう！

日本体育協会より転載



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系　金崎•合田•トム
TEL: 0896-28-6014 内線: 1352/1351

メール: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

http://www.geocities.jp/iifawebpage

fdfd

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。

Last word
あたたかい歓迎をありがとうございます！
　
　２月の初めに大学時代の友達からメールをもら
い、その内容が私の人生を大きく変えました。大
学を卒業して日本で働きたいと思っていたのです
が、なかなか機会がありませんでした。しかし、
その友達からのメールの一行目に：「SO  I HAVE 
A SERIOUS QUESTION FOR YOU」と書いてあ
りました。「すごく大切な質問があります」とい
う意味で、四国中央市の新しい国際交流員になり
たいかどうかという内容でした。嬉しくて、もち
ろん「はい」と返事して、４月の初めに四国中央
市にやって来ました。異国に引っ越すことは大変
でしたが、四国中央市の人達に出会え、またあた
たかい歓迎も受けました。これから皆さんと一緒
に過ごせることを本当に楽しみにしています。

よろしくお願いいたします。
~トム

Thank you for the warm welcome!
 
 At the beginning of February  I received an  
e-mail from  one of my  friends from  college that 
changed the course of my  life.  Ever  since I 
graduated from  college,  I knew  that I wanted to 
work  in Japan  but  it was difficult  to find a  way  to 
move abroad. The message I received from  my 
friend that night,  though, started with  “SO I HAVE 
A  SERIOUS QUESTION FOR YOU.”  The question 
that  warranted the use of all  capital  letters was 
whether I would be interested in  being the new 
Coordinator  for  International Relations for 
Shikokuchuo City  or  not.  Of course I replied with  a 
happy  “yes”  and was very  relieved to finally  have 
found a  way  to move to Japan. Soon  thereafter, at 
the beginning  of April,  I came to Shikokuchuo.  It 
was hard to leave my  homeland and my  native 
language but since coming  here I’ve met  many 
wonderful  people and have really  felt  very  warmly 
received. I’m  looking  forward to all of the 
experiences we’ll  be  able to have together  over the 
next year  and I hope to meet  as many  of you  as 
possible.  

 -Tom

編集後記

会報誌の名称変更についてお知らせ

SIFA Gazette をいつもご愛読いただきありがとうございます。この度平成23年度会報誌より名称をSIFA 

Gazetteからより親しみやすい名称のSIFA Timesに変更致します。今後とも末永いご愛読をお願い致します。

mailto:sifa@shity.shikokuchuo.ehime.jp
mailto:sifa@shity.shikokuchuo.ehime.jp
http://www.geocities.jp/iifawebpage
http://www.geocities.jp/iifawebpage

