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イラスト応募もありがとうございました<m(__)m>今年度の最優秀賞は「石原 光姫」さんでした。Ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ！ 

優秀賞 宇佐美 希空さん 最優秀賞 石原 光姫さん 優秀賞 広川 真帆さん 

◇ ◇ ☆ 
☆ 

今年の山車は 

『ハギ―バギー』でした!! 

 

  １０月２９日（土）紺屋町商店街にて、西条市商店街まちづくり協議

会様と共同開催・ボランティア団体エリス様にご協力いただき、３年ぶり

にハロウィンパーティを開催致しました。天候にも恵まれ、約２，０００人

の方が商店街を訪れました。子供たちはそれぞれ自慢の仮装をし、商

店街のお店を訪れトリックオアトリートやゲームなどを楽しんでいました。 

  イベントに御参加いただいた皆様、円滑なイベント運営にご協力い

ただいた西条高校生・協会会員の皆様、本当にありがとうございまし

た。コロナウィルス感染症感染拡大防止としてマスク着用やその場での

飲食自粛など、前回にはなかった制限を設けての開催となりましたが、

３年ぶりの大型イベントが安全に楽しく開催出来たのは皆様の 

お陰です。事務局一同より心からお礼申し上げます。 

Your  

 Friend!! 
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８／７（日） 神拝公民館 

『アフリカ料理を食す』 

８／24・25（水・木） 神拝公民館 

『Tie-Dye event』 
10／1（土） 小松公民館 

『Family Trivia Night』 

10／8（土） 総合福祉センター 

『ベトナム中秋節』 
10／２２～31 SAIJO BASE 

『ハロウィンイラスト展示』 

←レシピは協会で 

配布しております。 

 国際交流をすすめる会・愛媛県青年海外

協力協会 と共同でJICA長期研修員（愛媛大

学） のAugustine（ｵｶﾞｽﾃｨﾝ）さんを講師に迎

え、アフリカ料理教室を開催しました。講師

出身国であるナイジェリアのジョロフライスを

はじめ、セネガルやバングラディシュ・ ニ  

              ジェールなどの料理 

               を作りました。どの 

               料理もとても美味し 

               かったです。 

 本年８月より着任されたCIRのニーさんと

市内在住ベトナム人の方たちと一緒にベト

ナム中秋節を体験しました。中秋節の起

源となる昔話を聞いた後、実際に月餅や

星形のランタンを作ったり、ベトナムのおも

ちゃで遊んだりしました。子供たちの笑い

声が賑やかな明るいイベントでした。 

 ハロウィンイラ

スト応募、ありが

とうございまし

た！どの作品も

とっても可愛く

て、審査員も賞

の選定に非常に

苦労していまし

た。入賞イラスト

は来年度のHWイ

ベントポスターに

使用させていた

だきます！ 

 

イベント情報配信中 

西条市国際交流協会ホームページ 

西条市国際交流協会フェイスブック 

西条市国際交流協会メールマガジン 

Check it out.  

イベント活動報告
２０２２年８月～１１月まで 

    アフリカ料理教室・タイダイ染め教室はＳＩＥＡで初めての開催でした。参加者の皆

様、マスク着用や黙食など感染症対策にご協力いただきありがとうございます。来年も

楽しいイベントを計画しておりますので、是非ご参加ください。 

 ALTのシャーロット先生主催で、2DaysでTie-Dye 

Eventを開催しました。タイダイ染めのタイ（tie)

は絞る、ダイ（dye）は染めるという意味です。1

日目は染料を使ってTシャツをカラフルに染 

           め一晩寝かし、2日目に水 

           洗いをしました。Tシャツを 

           広げるまで仕上りが全くイ 

           メージできないのですが、           

           どの作品も想像をはるか              

           に超える出来栄えでした。 

           英語を使ったゲームも白 

           熱し、夏休みにぴったりの 

           楽しい2日間でした。 

 小松公民館でファミリートリビアナイトを開

催しました。2021年に引き続き、ALTジョシュ

ア先生主催・2年連続開催の大人気イベン

トですファミリートリビアナイトのクイズは難易

度が高いのですが、全チーム高得点を獲

得していてとても驚きました！今年は新た

に会場全体を使った運試しゲームもあり、

昨年以上の盛り上がりでした。 

☀ ☁ 

★ 
★ 

★ ・参加しようか迷っている 

・どんなイベントか詳しく知りたい 

等々疑問がございましたら、お気軽にお電

話ください（^^）/ 

SIEA事務局TEL ０８９７－６６－９９９０ 
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Book Lovers on Mondays  

10月3日、2022年度後期のBook Lovers on Mondaysがスタートしました。Book Lovers on Mondaysは8回のセッショ

ンで一冊の英語書物を読むブッククラブ。2〜3週ごとの月曜日19〜20時半、主に西条公民館で活動

しています。今期のテキストは “The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared”（邦題:窓

から逃げた100歳老人）。スウェーデン人作家のベストセラー小説の英語版です。この日は、著者ジョ

ナス・ジョナサンの経歴やスウェーデンについて学び、テーマや背景をメンバーで共有しました。ディ

スカッションは英語が基本ですが、日本語で補うのも自由です。 

このブッククラブの案内役はイギリス出身のリチャード・ウエストロップ先生。本選びから当日の進行

まで引き受けて下さっています。英語での会話から、語彙・内容の理解まで幅広く手助けしてくる

他、イギリスやヨーロッパからみた文化や歴史も解説してくれます。 

 2020年10月に発足してから、今回が5期目。テーマは一冊ごとに違います。例えば“The Curious Incident of 

the Dog in the Night-Time”（邦題:夜中に犬に起こった奇妙な事件）では自閉症スペクトラムが取り扱われて

いました。ゲストスピーカーをお招きし、話を伺うことで、テーマに対する理解と知識を深めることがで

きました。“44 Scotland Street”ではスコットランドの文化や地理についても学ぶことができ、頭の中でスコット

ランド旅行を楽しみました。読書を通して世界はどんどん広がります。   

 メンバーは約10名。年齢、性別、職業はさまざま。共通して 

いるのは、いくつになっても英語学習を続けたいという熱い 

思いと、読書が好きだということ。一人で英語の本を読み 

切るのは難しく途中で挫折してしまいがち。でも仲間がいれ 

ば、一緒に続けられます。ブッククラブの素晴らしい点は、 

先生やメンバーたちと意見交換したり、疑問を投げかけあっ 

たりして、本に対する解釈や理解を広げられるということ。 

毎回新しい気づきや驚きが待っています。 

 Book Lovers on Mondaysでは、随時メンバーを募集しています。 

興味のある方、詳細を知りたい方はご連絡ください。 

    ０９０－６２８９－７９２４(藤田） 

Learning English and Reading Books 

Learning More 

We Are Book Lovers. And You? 

問合せ先 

図書館の洋書コーナーで貸し出し可能です 。 

  

恒例のセッション最終日の記念撮影  



 西条市に来て、西条市の山の絶景は非常にきれいだと感じ

ました。ベトナムで山の絶景を見たいなら、中国に面する北部の

ハザン市に行かないとなかなか見えません。そして、ハザンに行

く道も少し難しいので、行くとしても一人で行くのはお勧めではな

いと言われています。なので、毎日、西条市で自転車を運転し

ながら、そのきれいな絶景が近くに見えるだけで、一日を楽しめ

ています。 
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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 
２０２３年もよろしくお願い致します。（近） 

 １，２，３，の２と同じ発音です。今年の８月に着任しました。毎週水曜日

の午後、国際交流協会で働いています。よろしくお願い致します。 

★ 

西条市役所から山の絶景 ハザン山の絶景 

 国際交流協会に勤めてから、まだ小学生向けのベトナムの中秋節イベントしか行えませんで

したが、お子さんたちは楽しく体験していただいたので、非常に嬉しかったです。お子さんにベトナ

ムの中秋節の昔話を語ったり、ベトナムから持って来た可愛い月餅を作ったり、ベトナムの中秋節

のおもちゃ・星のランランを作ったりしました。お子さんは真剣に体験しただけではなく、イベントを

手伝ってくれたベトナム人の実習生にも話しかけたりしたので、ベトナムの文化を感じてくれたと思

います。ただし、今回、参加していただいたお子さんは5人しかいなかったので、これから、もっと市

民のお子さんにベトナムの文化に興味を持っていただきたいと思います。そして、お子さんだけで

はなく、市民たちにもベトナムの文化を触れ合っていただけるように頑張りたいと思いますので、ぜ

ひよろしくお願いいたします（※ベトナムに関する活動やイベントなどは国際交流協会から情報を

お知らせしていただきます）。最近、ベトナム人など実習生の犯罪がよくテレビやニュースで報道さ

れることがありますが、西条市に住んでいるベトナム人との交流などで、ベトナム人の良い印象や

ベトナム人の文化などを市民の皆さんに直接に感じられるように願っています。 

国際交流員のニーです。 

Rất vui được  

   gặp bạn！ 

よろしく 

 お願いします! 

Vietnam Tet 2023 
【日時】２０２３年１月２２日（SAIJO BASEの日） １０：００～１５：００ 
     ※当日の詳しいスケジュールは協会フェイスブックに掲載します。 

【場所】ＳＡＩＪＯ ＢＡＳＥ ３階 

【内容】旧暦で祝われるベトナムのお正月「テト」の音楽・ゲームの 

     体験や、アオザイ試着、チマキの試食など。 

★ 
★ 

★ 

★ ★ 

 だんだん、西条市は寒くなってきましたね。ベトナムにいた時はホーチミン市（ベトナムの南の方）

に住んでいましたので、ホーチミンの季節は日本のような四季はなく、乾季と雨季があり、年間の平

均気温は26℃ぐらいで、あまり寒さを感じませんでした。久しぶりに寒くなり、たくさんセーターや冬用衣

類を着てしまい、たまに職場の職員さんを心配させてしまいました。これから、冬になりますので、皆

さんもご自愛下さい。「一期一会」ということわざが好きなので、もし機会があれば、一生に一度の貴

重な出会いで皆さんとお会いできるだけで非常に嬉しいです。どうぞよろしくお願い致します。 


