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さいじょう国際交流NEWSは西条市国際交流協会事務局によって発行されてい

ます。ご質問・ご感想、または掲載してほしい情報がありましたら下記事務局

までご連絡ください。 

【年会費】個人1,000円、学生（高校生まで）500円、団体10,000円 

【会員期間】2022年4月1日～2023年3月31日 

【入会方法】「会員申込書」に必要事項を記入の上,メール、郵送等で西条市国際交流

事務局に提出してください。 
   （申込書は市役所、各総合支所、各公民館等施設ほか、協会HPからもダウンロードできます） 

 
※会員様には各種事業のご案内、NEWSの送付、事業参加費の割引等の特典がございま
す。詳しくは西条市国際交流協会事務局までお問い合わせください。 
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〒７９３－００２３ 

西条市明屋敷１３１番地２ 

ＳＡＩＪＯ ＢＡＳＥ ２階 

TEL・FAX ０８９７-６６-９９９０ 
E-mail       info@saijo-iea.jp 

新住所・電話番号等 New address etc.  

本協会では毎年、国際交流活動をご支援くださる会員様を募集し

ています。 会費は事業の一部として活用させていただきます。  

 ☆ 

☆ 

 平素は西条市国際交流協会の活動にご賛同、ご協力いただき誠にありがとうございま

す。この度当事務所は２０２２年７月１日より、ＳＡＩＪＯ ＢＡＳＥ（旧こどもの国）２階に 

移転いたしました。 

 今回の移転により、益々皆様に良いサービスが提供できるよう邁進していく所存です。 

これからも変わらぬご愛顧を、よろしくお願い致します。 

 また、ＳＡＩＪＯ ＢＡＳＥでは総合窓口にて施設案内を受け付けておりますので、ご興味

がございましたら是非一度見学にお越しください。事務局一同お待ちしております。 

電話番号も変更になり 

ましたので、御注意ください。 

MOMO 

SHITO 



Sir Arthur Ignatius Conan Doyle  
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 「外国人相談窓口」をご利用ください。 

西条市国際交流協会では、２０２２年７月１日より外国人相談窓口を開設いたしました。 

身近に困っている外国人の方がいましたら、是非この窓口をご案内ください。 

相談内容を伺った上で、適切な窓口をご紹介いたします。 
 

秘密は 

守ります 
相談は 

無料です 

適切な窓口 

をご紹介 

   します 

Example 

●市役所の手続き 

●税金や年金 

●仕事のこと 

●日本語学習 

●福祉のこと 

●在留資格 

●日常のちょっとした困りごと etc. 

相 談 内 容 の 例 

月～金曜日 ９：３０～１７：００ 

※土・日・祝日、年末年始はお休みです。 

通訳が必要な方はお申し出ください。 

対応言語は、英語・中国語・スペイン語・

ベトナム語・ポルトガル語です。 

その他の言語はご相談ください。 

まずは、 

０８９７-６６-９９９０ 
までお電話ください。 

  ホームズ活動の合間に死に物狂いで作成した博士論文を提出し、記念撮影を終え、私は
漸く暗黒のガウンを脱ぐことを許された。留学仲間達は続々と帰国・新たな地へ出国したが、
私は英国で就職した。憧れのロンドンで初めての一人暮らし！と喜んだ矢先、日本へ出向を
命じられた。日本に来て暫くは言語の壁が立ちはだかり、中々友達が出来なかった。職場とマ
ンションを行き来するだけの生活。そんな孤独感に襲われる日々から救ってくれたのもホーム
ズだった。混んだスターバックスで偶然相席になった男性 
がシャーロッキアンだったという、まるで映画のような出来事。しか 
も彼はその日のうちに、別のシャーロッキアンも紹介してくれた。 
その後もシャーロッキアンはシャーロッキアンを呼び、たくさんの 
友達が出来た。皆で休みを合わせ、神戸の異人館に遊びに行っ 
たことはかけがえのない思い出だ。 
   シャーロック・ホームズを介さなければ出会わなかったであろう多様な人々との国境を越えた交流

は私の人生の一番の宝だ。特に、人との関わる事がタブー視されたコロナウィルスを経験した今は余
計にそう思う。欧州ではほとんどの国において新型コロナ関連の規制が撤廃されたので、近隣国に住
む友人たちとは約1年半ぶりに再会できた。日本の友人たちとも早く再会したいと思う。無事再会でき
た暁には、ロックダウン中に名探偵コナンで鍛えた私の日本語を是非披露せていただきたい。 

 もしタイムマシンが実在したら……、私は絶対に18世紀末のロンドン行きを希望する。目的
は勿論、シャーロック・ホームズ。彼に会いに行くのだ。（ホームズは架空のキャラクターです、な
んてナンセンスな言葉はこの場ではどうか飲み込んで！） 
 ホームズとの出会いは１０歳の時。初めて読んだ作品は緋色の研究ではなく、２作目のバ
スカヴィル家の犬だった。癖のある登場人物たちの嘘・計略・沈黙を、快刀乱麻を断つよう
な名推理で解決するホームズのカリスマ性は私の心を一瞬で掴んだ。すぐに将来の夢を億
万長者からホームズに変更した。ホームズになるためバリツ教室に通いたいと両親に懇願
した。が、母国ではバリツ教室は見つけられず、代わりに７年間柔道を習った。 

 大学は勿論英国に留学した。大学からロンドンまで鉄道で1時間ほどだったので、足しげくロ
ンドンに通った。スケジュールにほんの少しでも空きを発見したら、勉強そっちのけで英国全
土を訪れた日々だった。それぞれの場所で拵えた請求書は一通も欠くことなくきちんとドー
バー海峡を渡り、その度母親からはロンドン橋よりも長いメッセージが届いた。 

2018年10月に行ったコロナ前最後の日本旅行。高知で食べたカツオのたたきをもう一度食べたい。→ 

お気軽に 

ご相談ください 

Sherlock Holmes  国境を超えるシャーロック・ホームズ Luc Van den Berg  

 
221B Baker St

reet  
John H. Watson  

The Red-Headed League  
Irene Adler  
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（原）Emma S 

（編）近藤  

 ２０２２年５月１４日(土)、特定非営利活動法人西条 
市国際交流協会令和年度定期総会を西条市役所大 
会議室にて開催いたしました。 
  今年は２年ぶりに新型コロナウイルス感染症拡大防 
止対策を十分行ったうえで、対面で開催致しました。正会
員数計８９（団体・個人合計数）に対し、委任 
状提出４３、出席２１、計６４により、議案が 
可決・承認されましたことをご報告いたします。 

 ２０２２年７月２日（土）ＳＡＩＪＯ ＢＡＳＥオープ

ニングイベントで、西条市国際交流協会も国際

交流をすすめる会様にご協力いただき「西条か

ら世界へ」と題した展示を行いました。ヨルダンや

カンボジア、ベトナムなど様々な国の貴重な品を

皆さん熱心に見学されていました。 

 韓国で流行のビーズアクセリー

を作りました～♡kawaii♡♡♡ 

 今年の夏も海外旅行には行け

そうにないので、お家 

時間を楽しみます！ 

イベント レポート 
2022年5月～2022年7月 ☆ ☆ 

 定期総会の後、ルース・バージン氏による「異

文化交流について」の特別講演会を開催しまし

た。講演ではコミュニケーションの方法から先生

自身の体験まで幅広くお話していただきました。

質疑応答も行われ、充実した学びの機会となりま

した。 

 令和４年度ワールドスタディ・中国語講座が

開講しました。言語を学ぶ理由は個々それぞ

れだと思いますが、難しい言語に挑戦する皆

様の向上心・学ぶ姿勢には毎学期敬意を払

わずにはいられません。 
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国際交流 INFO 

国際交流ＮＥWＳスタッフ： 

徳増 実 （徳） 

近藤 （近） 

フルカラーで 

読める！ 

編 集 

後 記 

 

 ベトナム料理と言えば、まっさきに名前が上がる

フォー。とっても美味しくてヘルシーと魅力いっぱい

なベトナムの定番お料理のレシピを、西条市紺屋

町にあるベトナム料理店「空とぶくじら」店主のホン

さんに教えてもらいました。 
 

スープの素・・・・・・・・・・・・・・３０ｇ 

フォーの乾麺・・・・・・・３個（３００ｇ） 

水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８００ml 

＜付け合せ＞ 

牛肉・・・・気分とお財布と相談して 

玉ねぎスライス・・・・・・・・１/４個分 

青ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・３～４本 

もやし・・・・・・・・・・・・・・・・・・１袋 

レモン・チリソース・・・・・お好みで 

①フォーを戻す。（メーカーによって方法が違うので要確認） 

②もやしは軽くゆで、玉ねぎは薄くスライス、青ネギは 

小口切りにする。 

③水８００ｍｌを火にかけ、沸騰させてからスープの素を 

  入れ、よく混ぜる。 

④③の鍋に牛肉を入れ半生まで茹でる。 

⑤丼に戻しておいたっフォーを入れ、牛肉･②の野菜を 

  のせる。 

⑥上からスープをかけて出来上がり！ 

 

フォーもスープの素も、 

どちらも 「空とぶくじら」 

で購入可能 

です。↓→ 

 

世界の料理を作ってみよう！ 
ＧＯＵＲＭＥＴ×ＶＩＥＴＮＡ

     材料（２～３人分） 作り方

ベトナム社会主義共和国  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  

写真 : ベトナムの世界遺産ホイアンの街並み 

 ベトナムは東南アジア地域の中心に位置する。 国土面積が日本に

近く、南北に細長いという国土の形状も似ている。首都はハノイ、経済

の中心はホーチミン。人口は約9800万人で増加傾向にあり、通貨はベト

ナムドン(VND) 。自然豊かで食べ物がおいしい、活気のある国。 

SIEA 

NEWS原稿大募集！ 

Now hiring.  
By SIEA 

写真だけ、 

文章だけでも 

構いません！ 

お気軽に 

ご連絡ください。 

・団体紹介 

・活動紹介 

・旅行・留学記 

・レシピ 

・メンバー募集 

        Etc. 

Tie-Dye 
～親子染物教室～ 

夏休み 

特別イベント 

熱中症にお気を付けください。（近） 

8/24（Wed.）‣8/25（Thu.） 

Am9:30～Am11:00 
@神拝公民館 創作室 

参加料 大人 1,000円 会員700円 

    子供   500円    300円 

空とぶくじら  

一柳こんにゃく店西条店 

愛媛県西条市東町205

・綿１００％のTシャツを 

 各自ご用意いただきます 

・２Ｄａｙｓイベントです 

・小学生以下は保護者同伴 

・汚れても良い服装で参加 

・水分補給をかかさないで 

 ください。 

https://www.bing.com/local?lid=YN5286x17743850022671637396&id=YN5286x17743850022671637396&q=%e7%a9%ba%e3%81%a8%e3%81%b6%e3%81%8f%e3%81%98%e3%82%89+%e4%b8%80%e6%9f%b3%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%ab%e3%82%83%e3%81%8f%e5%ba%97+%e8%a5%bf%e6%9d%a1%e5%ba%97&name=%e7%a9

