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～１１月開講英語講座のお知らせ～ 

「Mr.Jのイングリッシュクラス」 

●場所：西条市総合福祉センター 

●対象者：市内在住者または西条市国際交流協会会員で7割以上参加可能な方 

●受講料：一般6,000円（西条市国際交流協会会員は5,000円） 

●日時：日・月曜日：初級：月10：00～11：30/中級: 日9：30～11：00上級: 日11：15
～12：45 （11月から令和2年5月（全15回・月2回程度） 

※10名以上で開講予定とさせ

ていただきます。 
英語は使うから楽しい。そんなイングリッシュ

ルームを皆さんと作りたいと思います！ 
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8月19日に西条市・フエ市友好都市国際理解講座を開催いたしました。たくさんの受講者に

参加していた                 だき、ありがとうございました。講座の前半は国際交流員

アン・ティーが「フエ市の紹介」、後半は西条市役所企画情報部長が「西条市・フエ市の友好都市 

 
先着！ 

事前800枚 

当日200枚 

≪参加方法と当日の流れ≫ 

①参加カードを買う（事前または当日） 

○事前販売（ϴϬϬ枚） １枚ϭϱϬ円にて販売 

   ϭϬͬϭϵ（土）ϭϮ：ϬϬ～ϭϱ：ϬϬ  西条市役所１&ロビー    

   ϭϬͬϮϭ～ϭϬͬϮϰ（平日）ϴ：ϰϱ～ϭϳ：ϬϬ 西条市役所新館Ϯ&国際交流推進室にて 

○当日販売（ϮϬϬ枚）  １枚ϮϬϬ円にて販売 

   受付ϭϮ：ϯϬ～販売開始 

注意！！  

★参加カードの払い戻    

    しはできません。  

★参加カードは選べません  

②トリックŽƌトリート ϭϯ：ϬϬ～ϭϰ：ϯϬ  

○じゃんけんゲーム 

〇ジャコランタンゲーム 

○カードゲーム 

○マミーゲーム 

 開始 ϭϯ：ϯϬ～ͬϭϰ：ϬϬ～のϮ回 

○インスピレーションゲーム 

○山車（だし）と写真撮影 

この中からϯつ選んでね★  

 

③ϲ種類からϯ個のゲームに挑戦できるよ！  

④フェイスペイントに挑戦 �④・⑤・⑥は参加カード

なしでも参加可能 

今年は大人も参加できるよ 
 

⑤子供も大人もパレードに参加しよう ϭϱ：ϭϱ～ϭϲ：ϬϬ 

⑥表彰式 ϭϲ：ϬϬ～ 

⑦集合写真撮影 ϭϲ：ϭϱ～ 

パレード中に審査員が君の衣装をみている

よ！メダルをかけてもらった子はステージで

景品がもらえるよ！ 

 

≪出展販売コーナー≫ 
□イラスト展示 

□,ŽŽƌĂǇ͊^�/:K 

■バルーンアート販売 

■うちぬき２１コーナー 

■さなぎWƌŽ 

■ドン・キホーテ 

■EWK法人西条街づくり応援団 

□無料  

■有料  

10/26（土） 

ϭϯ：ϬϬ～ϭϲ：ϯϬ 

西条商店街 

 

③と④はͳ͵：ͲͲ～ͳͷ：ͲͲ 
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今年度の役員・事業・予算などが決定されました。 

 今年度の新しい事業 

 

・ヤングリーダー育成プログラム 

・国際理解講座 

・国際料理教室 

 

 

講演会 

演題「外国人に対する日本語教育について」 

講師  宇野 美登里（うの みどり） 

 

愛媛県内で長年外国人対象に日

本語指導され、様々な活動に取り

組みご活躍をされています。経験

に基づく貴重なお話をきかせてい

ただきました。 

紺屋町 BAR～ベトナムver～ 
8/10（土）紺屋町商店街の夏のビッグイベント紺屋町BARが開催されました。 

今年の紺屋町BARは、西条紺屋町商店街振興組合を中心に、西条市の地域おこし協

力隊として ベトナムとの関係づくりに取り組んでいる私（篠原学）や国際交流員アンティーさ

んが協力し、ベトナム風にアレンジしての開催となりました。 

 BAR当日は、ベトナムランタン（提灯）で飾り付けされた異国情緒溢れる雰囲気の中、西条

市の友好都市であるフエ市の伝統工芸品・ノンラー（麦藁傘）の絵付け体験のほか、フォー

やコムガー、ネムルイなどのベトナム名物料理の提供、もちろん西条のグルメや酒蔵の日本

酒なども多数出店され、ベトナムと西条のうまいものが集結しました。 

 子どもから大人だけでなく、市内在住のベトナム人も民族衣装のアオザイを着て多数参加

するなど、約2,500名の方々が来場する大盛況な夜となりました。 

 今回のイベントは、市民の方々に西条市の友好都市ベトナム・フエ市を広く知ってもらえる

大きな一歩になったと思っています。 

     篠原学より 

 

西条紺屋町商店街振興組合と 

関連ボランティア団体の皆さん 

フエ市でノンラーを調達 

ノンラーの絵付け体験 ベトナム料理コムガー（チキンライス）のお店 

ベトナム提灯のインスタ映えスポット 

令和元年度西条市国際交流協会の定期総会が開かれました。 
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2019年「ヤングリーダー育成プログラム」活動報告 
 西条市内の5高校から9名の生徒が8月1日～13日、アメリカのシアトルにLeadership Development Programの研

修に出かけた。この紙面では、生徒達がLeadershipを学ぶために訪問した企業、財団等で研修した内容の一部を報

告することにする。 

 ゲイツ財団は、地球上の貧困、病気、教育、環境等の課題解決のために世界的規模で研究機関や活動団体を

支援している。ここでは複雑に関連し合っている課題に対して解決に向け取り組んでいる各国の活動例が紹介され

た。どんなに若かろうと年齢・経験・地位等に関係なく、自分が得意なことやできることを通して要は始めることが重要

だと学んだ。次に、そのMicrosoft社で現在営業推進部長のマサコ•コダマ氏から講話を受けた。日米英国の学校教

育が目指す人材像に驚くほど大きな違いがあることや、氏が勤めていた日本支社で業績を世界一に押し上げるため

に行った指標分析、人選の見直し、果敢な業務遂行など大胆な社内改革のLeadershipのあり方を学んだ。 

 21Acresは、近隣の農家と提携しオーガニック作物を栽培、販売する団体法人で、化学物質、農薬、添加物、遺

伝子組換等を一切使わない作物こそ農業従事者と消費者によいと考えている。農場内に樹木を茂らせ、カエルや

蛇、益鳥などの自然力を利用して害虫を退治している。人間の体は悪いものを食べると病気になるが、多少価格が

高くてもよいものを食べれば薬もいらない。Food is medicineの意識を国内に浸透させている実情を学んだ。 

 次に、真珠湾攻撃直後に強制収容された１２万人の日系アメリカ人の苦難の歴史をパナマホテルとＮＶCで学ん

だ。アメリカ市民として国家に忠誠を尽くすために従軍していった若者達の足跡なども知った。厳しい差別の中をたく

ましく生き抜き、強固な社会的基盤を築いた歴史が今日の日系人や日本人全体への高い評価につながっているこ

とを学んだ。 

 次に、コストコのトップバイヤーを務めた西条市出身のハントゥーン・寛子氏からお話を聴いた。世界中に展開するコ

ストコの経営理念は、Keep it simple、品質第一、低価格である。専門的知識を備えたトップバイヤーたちが品質第

一で買い付け、提携会社と最高品質のコストコブランド商品も開発している。流通から販売まで徹底したコストダウン

を図り、消費者に最善の品物を提供している。実際に巨大な店内を見学してワールドワイドな流通販売の実際がよく

理解できた。 

 このように生徒達は最前線のリーダーたちの実像に触れ、変化し続ける世界で今

後求められる人材の条件などを具体的に学ぶことができた。生徒達は今後の実生

活の中でこれらの意味を咀嚼しながら成長し、将来指導者として成長していってく

れることだろうと思う。  （引率：柳川 五郎） 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 今回のヤングリーダー育成プログラムでは、多くの貴重な体験をさせていただきました。 

  多くの大手企業が起業した都市ということで、Windowsで有名なマイクロソフトや、大振りな物を販売しているコスト

コなどの見学やお話を聞く事が出来ました。コダマさんや、ハントゥーンさんの貴重な体験談をお聞きしたり、実際に

目で見たりすることで今後役に立つであろうリーダーシップにおいて大切な体験だったと思います。 

  また、ワシントン大学、デジペン工科大学、BCAでは、日本とアメリカの教育方針の違い、アメリカ式の教育システ

ムなど、日本では考えることの出来ないような事実を目の当たりにし驚きが止まりませんでした。 

  21エイカーズでは自然を上手く利用した農法について学び、食育やオーガニック食物がいかに大切かを知ること

が出来ました。 

  そして今回の研修で肝とも言える場所がありました。それは、パナマホテルとNVCです。私たちは日系アメリカ人に

ついて、シアトルへ旅立つ前に事前に学びました。日系アメリカ人がどのような仕打ちを受けたのか、そしてどのよう

に日系アメリカ人達や、アメリカ人は変わって行ったのか。「あの日、パナマホテルで」という本を読み、みんなでディ

スカッションをするなどして深く考えました。その甲斐あってか、パナマホテルや、NVCを見学させてもらったり、お話

を聞かせてもらうと、当時の事件や出来事、歴史などがスっと心と頭に入っていくような気がしてとても印象的だっ

たのを覚えています。 

  そしてなんと言ってもいちばん大切なのはコミュニケーションだと思いました。英語が得意な人、苦手な人、みんな

英語の見方は違うけれども、相手にちゃんと伝えようとトライしていくことがいちばん大切であり、リーダーシップそのも

のだったのではないかと思います。貴重な体験をさせて頂き、保護者の方、国際交流協会の方、全ての人に感謝

致します。 （小松高等学校 根本 飛影） 
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 編 集 

後 記 

国際交流NEWSスタッフ： 

  小杉 麻衣子 （小）  

 ダイアナ・マリー・リントン（ダ） 

 グエン・ブイ・アン・ティー（ア） 
F 

フルカラーで 

読める！ 

＜9月の行事予定＞ 

9月 アフリカモザンビーク「武器アート展」 
○日時：９月３日（火）～２３日（月）９時から２２時  

                       ２３日は１２時まで 

○場所：西条図書館 

○無料 

 

9月8日（日）モザンビーク 武器アートとともに語る会 

○時間：１４時～16時   

○場所：西条図書館 

○定員：２０人 

 

９月16日（月） アフリカ映画上映会・帰国報告会   

〇時間：１３時～１５時３０分 

〇場所：西条図書館 

〇定員：６０人 

〇内容：「CARAVAN TO THE FUTURE」の上映 

      海外協力隊らのアフリカ滞在報告も 

 

９月29日 国際理解講座「ロシアについて知ろう」 

〇日時：９月２９日（日）10：00～11：30 

〇場所西条総合福祉センター視聴覚室 

〇対象：小学生以上 

〇定員：２０名 

〇参加費：無料 

〇申込期間：９月９日（月）～９月２５日（水） 

 

 

＜

11月の行事予定＞ 

11月9・10日 産業祭 
今年も「ワールドカフェ」を出店します。 
○時間：9:00~15:00 

○場所：西条農業高校「西条国際交流協会ブース」  
★☆ボランティア募集☆★ 

  〇10月26日 11：30～17：30 詳細はメルマガにて 

  〇11月９・10日           

9月以降もイベントをたくさん予定していますので、

HP＆FBをチェックしてみてくださいね。（小） 

＜10月の行事予定＞ 
10月26日 ハロウィンパーティ2019 
○時間：13:00~17：00 〇場所：西条商店街 

〇参加カード800枚販売10/19（12：00～15：00）, 
10/21～24（8：45～17：00）西条市役所にて 

当日販売は200枚12：30～西条商店街受付にて 

International Bake Off 

チームスコットランド： 

スコティッシュ ジンジャー ローフ 

チームカナダ： 

マシュマロ スクエア 

チームフィリピン： 

ビコ （ライスケーキ） 

チームニュージーランド： 

ヘーゼルナッツ パルミエ 

 8月27日（火）大町公民館で小学生の皆さんとALTと
CIRの母国のデザートを作って国際交流をしました。子

供達はチームに分かれ、4つのデザートの中の1つを作っ

てみました。 

 今年は、スコットランドの「Ginger Loaf」ジンジャー

ローフ、フィリピンの「Biko」ビコ（ライスケーキ）、カナダ

の「Marshmallow Squares」マシュマロスクエア、と

ニュージーランドの「Hazelnut Palmiers」ヘーゼル

ナッツパルミエを作りました。 

上：ジンジャーローフ～生姜たっぷりで、アイシングが軽くのせ

られる、左：ビコ～ココナッツミルクのほのかな甘さとカラメルに

なったソース、右：マシュマロスクエア～子供たちの手作りのマ

シュマロ！下：ヘーゼルナッツパルミエ～外側はサクサクで、

中は暖かいヌテラ（ヘーゼルナッツ・チョコクリーム） 


