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廣瀬 涼香 
今治西高校２年

アメリカに到着した翌日、私たちはホ
ストファミリーと対面し、それぞれの家
庭へと帰宅しました。最初に私は、同級
生の女の子が車を運転しているという
不思議な感覚を、なかなか受け入れら
れませんでした。また、車の窓から見え
るもの一つ一つが新鮮で、私はすっかり
レイクランドの雰囲気に圧倒されてい
ました。そして、最も楽しみにしていた
ホストファミリーとの会話。想像以上の
話すスピードの速さに、その日の私は
聞き取るだけで精一杯でした。しかし、
時がたち、少しずつ耳が慣れてくると、
自分の思いも自分なりに伝えられるよ
うになりました。一緒に歌を歌ったり、
お互いの話で盛り上がったりと、ホスト
ファミリーと車で過ごす時間はとても楽
しくて、忘れられない思い出の一つとな
りました。

Rinka Hirose
 On the day after arriving in America, 
we met our host family and went back 
to their home. At first, I felt it was so 
strange knowing that a girl my age 
was driving a car. And everything 
through the window was so new that 
I was astonished at the atmosphere 
of Lakeland. The conversation with 
my host family was as I had expected 
the most. They spoke very fast. All I 
could do was just listen to it. Time 
passed and I was able to understand 
their speaking. I could tell them what I 
thought on my own. We sang together 
and could understand more. The time 
when we spent with our family was 
really fun. It is my most unforgettable 
memory.

越智 美円　　
今治北高校２年　　
　私を温かく迎え入れてくれたホスト
ファミリーは、ホストファザー、ホストマ
ザー、姉妹二人の四人家族でした。

ファザーは、とても優しくて私がわか
りやすいようにゆっくり英語を話してく
れました。マザーは、とても料理が上手
で、私はマザーが作る料理が大好きで
す。特にチキンスープが大好きです。私
は、マザーのおかげで苦手だったセロ
リが食べられるようになりました。姉妹
二人は、とても仲が良く家の大きなプ
ールで一緒におままごとをしました。
お姉ちゃんは、十一歳で踊るのと歌う
のが大好きで音楽がかかると踊りなが
ら歌ってくれました。妹は、八歳でいつ
も元気で、ファザーによく「リラックス」
と言われていました。お別れの時も最
後まで一緒にいてくれたとてもかわい
い妹です。この家族に出会えた私は、と
ても幸せです。

Mimaru Ochi
　My host family were my host 
father, host mother and two sisters. 
Father was so kind that he spoke very 
slowly for me to understand English. 
Mother was very good at cooking. 
I loved her cooking, especially her 
chicken soup. Thanks to her, I could 
eat celery, which I hate. Two sisters 
got along very well. We played house 
around their big pool. The oldest, 
eleven years old, liked singing and 
dancing. When she listened to music, 
she sang dancing. The younger sister 
was eight years old. She was always 
active. Father often told her to relax. 
She was with me until the last minute 
of our departure. I’m very happy to 
have met this family. 

八木 志歩
今治北高校１年
　私はこのレイクランド訪問で、マギー
さんの別荘での挨拶を担当しました。レ
イクランドに行く前からどんなことを言
えばいいのかをずっと考えていました。
まだどんな事をするかわからなかった
ので、とにかく今回お世話してくださる
ことへの感謝の気持ちを伝えようと考え
ました。ホストファミリーのサラが挨拶
の前日に英語が変でないか確認してく
れました。
　マギーさんの家ではみんなとても楽
しみました。考えていた挨拶以上に言
いたいことがありましたが、私の英語力
では伝えきれず、少しもどかしい気持も
ありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 
Shiho Yagi
 During our visit to Lakeland, I was 
in charge of greetings at the villa of 
Mr. Magi. I was thinking about what 
I should talk about, before going to 
Lakeland. Not knowing what to say, I 
thought I should at least express our 
gratitude for taking care of us. Sara, 
my host family, made sure my English 
was all right on the day before the 
greetings. 
  At Mr. Magi’s house, all of us enjoyed 
ourselves. I had many more things 
I wanted to say but I couldn’t say it 
because my English was not good 
enough. So, I was a little irritated.

Translated by Teruko Sera 
(世良テル子)
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楽しかったレイクランド

Fun Time in Lakeland



加藤 真希
今治西高校２年
　いつも集合場所として使わせていた
だいたサンタフェ高校。私はここで、た
くさんの人と交流することができまし
た。朝早くに来る私たちを優しく迎え入
れてくださった事務室の方には本当に
感謝しています。毎朝、笑顔で “Good 
morning” と挨拶をしていただき、いい
1日をスタートすることができました。ま
た、サンタフェ高校の美術のクラスに参
加させてもらった時は、生徒の皆さんと
たくさん会話をし、写真を撮るなどして、
少ししかない時間を有意義に過ごすこ
とができました。中には、今も交流を続
けている人もいて、この機会のおかげ
で新たに友達の輪を広げられて、とても
嬉しいです。もちろん、ホストファミリー
と過ごした日々も最高に楽しかったで
す。この２週間を絶対に忘れません。

Maki Kato
Every morning we assembled at 

Santa Fe High School, where I could 
meet many people and talk with them. 
I am grateful to the school staff, who 
greeted us, “Good morning,” with a 
smile. Thanks to them, we could start 
each day with a good feeling. When 
we joined an art class at school, I had 
a good time talking with students and 
taking pictures. I made friends with 
them and am even getting touch 
with some of them. I always had a 
great time with my host family, too. 
I will never forget the two weeks in 
Lakeland.

大澤 郁
今治明徳高校矢田分校２年　

１０日間のホームステイは、１日１
日が忘れられない、良い思い出になり
ました。例えば、地元の中学校・高校で
交流をしたり、警察署・消防署を訪れた
り、レイクランドの市長とお会いするな
ど、たくさんの貴重な経験をさせていた
だきました。

その中でも特に印象に残っているの
は、各ホストファミリーが集まって、歓迎
パーティ―を開いてくれたことです。私
たちはそこで、浴衣を着て「おまつりお
んど」と「木山おんど」をホストの方達に
披露させてもらいました。私たちが踊
っていると、隣で一緒に踊ってくれる人
や、浴衣を着ている人もたくさんいまし
た。踊り終わって、「ありがとうございま
した。」と挨拶すると同時に大きな拍手
に包まれたのがとても嬉しかったです。
お世話になったホストの方々に「日本の
文化と今治の伝統」を見せることができ
てよかったと思います。このホームステ
イに参加させていただき、ありがとうご
ざいました。

Iku Ozawa
I cannot forget any day of the ten-day-
homestay. I had valuable experiences 
such as visiting the police station and 
fire station, meeting the Lakeland 
Mayor, and communicating with 
students and people at a junior high 
and high schools.  

Among these experiences, the 
best memory is the welcome party 
held for us by the host families. We 
wore yukata and danced “Omatsuri-
ondo”and “Kiyama-ondo” for them. 
There were many people wearing 
yukata and some Americans even 
joined the dances. I was happy that 
they gave us big applause when we 
finished the dances and greeted 
them with a loud voice, “arigatou-
gozaimasu!” It was good that we were 
able to show them “Japanese and 
Imabari culture and tradition.” Thank 
you very much for giving me the 
opportunity to participate in the tour.

岡田 弓佳
今治明徳高等学校 矢田分校１年
　私たちはLawton Chiles Middle 
Academyを訪問しました。そこでは，今
治についてのプレゼンテーションをしま
した。生徒のみなさんが，今治について
学ぼうと真剣に話を聞き，積極的に質
問をしてくれる姿を見て，私はとても嬉
しかったです。私自身も今治の事につ
いて再認識することができてよかった
です。
　私たちは折り紙を披露して交流を深
めました。とても楽しい時間を過ごすこ
とができました。
　そして私は最後にお礼の挨拶をしま
した。その練習をホストファミリーに聞
いてもらっていたのですが，いざ校長先
生の前に出るととても緊張しました。し
かし，練習通り言うことができて良かっ
たです。貴重な経験をすることができま
した。ありがとうございました。

Yumika Okada
 We visited Lawton Chiles Middle 
Academy, where I made a presentation 
about Imabari. I was happy that 
students listened to me and asked me 
a lot of questions about Imabari. It was 
a good opportunity for me to re-think 
about what Imabari is like. We had a 
good time together, showing them 
how to make origami.
  I also made a thank-you speech at the 
end of the visit. Although I practiced 
the speech with the help of my host 

family, I got nervous when I stood in 
front of the principal. However, I think 
I did it quite well. That was a great 
experience for me. Thank you for the 
opportunity.

矢野 晶代
今治明徳高等学校 矢田分校２年
　私は、今回このような活動に参加さ
せていただき、家族旅行では決して味
わうことができない貴重な体験をする
ことができました。また日本との文化の
違いに驚く毎日でした。私がこの2週間
で最も印象に残っていることは、警察署
を訪問した時のことです。警察車両やバ
イク、そして拳銃など映画の中でしか見
たことがなかったものに触れることが
できました。また、実際にあらゆる方法
で行う指紋検証を体験することができ、
とてもわくわくしたことを覚えています。

2週間という短い期間ではありました
が、現地で生活し、アメリカの文化に触
れることで、これまで以上に海外への興
味が強まりました。これらの貴重な経験
を今後の生活に活かし、将来もう一度、
大好きなレイクランドを訪れたいと思
っています。

Akiyo Yano
  It was very lucky for me to have 

valuable experiences during the tour 
which I would never get from a family 
trip. I kept being surprised at cultural 
differences during the tour. I was What 
I was most impressed by was the visit 
to the police station. There I looked at 
the police vehicles, motorcycles and 
guns which I had never seen except in 
the movies. Also I was thrilled when I 
was shown various ways how to take 
a fingerprint.
  Although it was only a two-week-
stay, I became more interested in 
foreign cultures than before. Making 
use of these valuable experiences, I 
would like to grow more and go back 
to my beloved Lakeland again.

Translated by Nobuko Kamimura 
(神村伸子)
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越智 穂香
今治西高等学校２年

レイクランドでは私たちのために、盛
大なパーティを開いていただき、とても
感謝しています。夕日に照らされ、輝い
て見える大きな湖を背景に、広々とした
会場でレイクランドの皆さんが、バレエ
や歌を披露してくださいました。それは
まるでレイクランドの湖に浮かぶ白鳥
を思わせるような、とても優雅な演技で
した。

私たちも盆踊りを紹介したところ、会
場全体が大きな拍手と歓声に包まれま
した。昨年、今治を訪問してくれた友人
たちも、少し覚えてくれていたようで、
真似をしてくれました。ホストファミリー
が、何度もよかったと褒めてくださり、嬉
しかったです。この日はファミリーとたく
さん話し、よりいっそう仲が深まった1日
となりました。このとき家族で集まって
撮った写真は、私にとって一生の宝物で
す。

Honoka Ochi
 I’m really grateful for the big 
party people held when we went 
to Lakeland. People in Lakeland 
performed ballet and songs in a huge 
hall with a view of a beautiful lake 
reflecting the sunset in the back. The 
performance was very graceful, just 
like the swans on the lake in Lakeland. 

We also performed the Bon Dance, 
for which we received very warm 
applause. Some Lakeland friends who 
visited Imabari last year remembered 
it a little and they danced with us. Later 
my host family told me how good the 
dance was again and again. It made 
me so happy. That day, I talked a lot 
with my host family and got to know 
them so well. I will treasure a picture 
I took with them at that time for the 
rest of my life. 

赤瀬 好
伯方高等学校２年　
　私は２週間アメリカのレイクランドと
ニューヨークに行きました。私は、行く
前からとても不安でした。なぜなら、テ
ロ事件が起きたり、英語を上手に話せ
るかどうか心配だったからです。でも、
行って見ると、みんな優しく、楽しい思
い出がたくさんできました。
　私たちは様々な場所を訪問しました
が、私は消防署であいさつをしました。
消防署では、まず消防士が来ている服
や消防車などについての説明をしてく
ださいました。あいさつは、短い文章で
したが、とても良い経験ができました。
　このような貴重な経験ができたの
は、多くの方々のおかげです。ありがとう
ございました。

吉田 萌音
今治北高校２年
　このような今治市の姉妹都市レイク
ランドへの訪問の機会を設けてくださ
りありがとうございました。そしてなに
より私に温かく、
いつも笑顔で接してくれ、新しい家族と
して受け入れてくれたホストファミリー
にとても感謝しています。私は私のホ
ストファミリーに出会えてとても幸せで
す。
　私は今、国際看護師になるという夢
を持っています。しかし外国に行ったこ
とがなかった私は実際にアメリカに行
きどのようなところなのかを見てみた
かったのでこの研修に参加しました。そ
して思ったことは、アメリカ人の人柄が
とても明るいことです。初めて会ったの
に、とてもフレンドリーに私たちと接し
てくれました。だから私も積極的に話し
ました。お互い笑い合えた時はとても楽
しかったです。

レイクランドでは、楽しい経験ができ
たとともに、言いたいことが通じなくて
大変な経験もしました。私は、このよう
なとても素晴らしい経験や出会いを一
生忘れません。

Mone Yoshida
I appreciate having had the chance 

to visit Lakeland, Imabari’s Sister City. 
I’m also very thankful for my host 
family who accepted me as a new 
family member and treated me to 
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Konomi Akase
 I visited 

Lakeland and 
New York in the 
US for 2 weeks. 
I had been very 
nervous before 
I went there 
because I was 
worried about terrorism attacks 
and worried about my speaking skill. 
I wasn’t sure if I was able to speak 
English well. But when I went there 
I found that everyone was nice and 
made lots of great memories. We 
visited many different places and I 
made a speech at the fire station, 
where they explained about the fire 
fighters’ uniforms and fire engines. My 
speech was very short but giving the 
speech in front of people was a nice 
experience. 

I’d like to thank all the people who 
made it possible for us to have such 
precious experiences. Thank you for 
everything. 

many smiles. I’m grateful that I met 
my host family. 

I have a dream to be an international 
nurse. However, I’d never been to any 
other countries but always wanted to 
go to the US and see how it is. This is 
why I participated in this international 
experience. I realized that people in 
the US are very cheerful. Even though 
we’d only just met, people in Lakeland 
was so friendly and treated us nicely. 
I tried to talk positively with them. 
When we laughed at the same thing, I 
felt so happy. 

In Lakeland, I had both wonderful 
and difficult experiences. It was 
hard when I couldn’t make myself 
understood. I will never forget the 
brilliant experiences I had and the 
people I met there.  

阿部 紗奈
伯方高等学校２年
　８月１５日の警察署訪問で警察署の
中や警察犬のパフォーマンスを見せて
いただきました。警察犬のパフォーマン
スは、警察の方々と警察犬とのコンビネ
ーションが抜群でした。警察犬がてきぱ
きと指示に従っていて、とてもかっこよ
かったです。また、警察署の中では、警
察官を配置するコンピュータの前にも
座らせていただきました。指紋を検査す
る機械や本物の指紋も見ることができ
ました。そして、バイクの座席にも座ら
せていただきました。とても大きくて乗
るのが難しくて怖かったです。しかし、乗
って見ると座り心地がよかったです。レ
イクランドに滞在させていただけたこ
とに感謝したいと思います。良い経験を
させていただき、ありがとうございまし
た。

Sana Abe
We visited the police station and 

saw a police dog demonstration on 
August 15. It was a great combination 
of police officers and the dogs. The 



dogs quickly followed orders and it 
was quite cool. Also they let us sit in 
front of an operation computer to 
put the officers in positions. We also 
got to see a machine that identifies 
fingerprints and the real fingerprints. 
Then, I got to sit on the back of a 
police motorcycle. It was big and 
difficult to ride. It made me scared but 
at the same time it was comfortable 
to sit on. I am grateful for staying in 
Lakeland and I appreciate the great 
experiences I had. 

Translated by Ayumi Ueno
（上野　鮎美）

須藤 彩乃
今治東中等教育学校５年　
レイクランドで過ごした約二週間は夢
のようで、一生忘れることのない貴重な
体験になりました。私は今回の訪問で、
たくさんの人たちとコミュニケーション
をとり、出来るだけ自分から話しかける
ことを目標にしていました。最初は、ホ
ストファミリーの方々や現地の方々とコ
ミュニケーションをとることができるの
か、自分の気持ちをうまく伝えることが
できるのか不安でいっぱいでしたが、
ゆっくり話していただき、分かりやすい
言葉を使って説明をいただいたおかげ
で、少しずつ会話ができるようになりま
した。また、サンタフェ高校を訪れる機
会があり、現地の生徒たちと一緒に授
業を受けました。みんなとてもフレンド
リーで、優しく話しかけてくれて、自分か
ら積極的に話しかけることができまし
た。今回経験したことを将来に生かし、
人との関わりを大切にしていきたいで
す。

Ayano Sudo 
The two weeks in Lakeland were 

like a dream for me. I had a very 
special experience which I will never 
forget. My goal of this visit was to talk 
to and communicate with people as 
much as possible. At first I was very 
worried because I was not sure if I 
could convey my feelings to my host 
family and locals in Lakeland. Having 
conversations became easier little by 
little since everyone tried to speak 
slowly and used easy words for me. 
When I had a chance to visit Santa 
Fe High School, I took a class with 
the students there. They were very 
friendly to talk to me, so that I could 
talk to them, too. I want to apply what 
I’ve learnt from this experience to the 
future and value a friendly relationship 
with people.

門田 彩那
今治東中等教育学校４年
レイクランドで過ごした日々はどれも夢
のようで、一生忘れられない貴重な時
間となりました。その中でも、「ハリソン
芸術高校」の訪問では、個性豊かな才
能ある生徒たちの生き生きと活動する
姿を見ることができて、芸術に対して強
い関心を持つ私としては、彼らの熱心さ
に感動しました。最初は、学校だと思え
ないほど美しく大きな校舎を目の当た
りにして、少し緊張していましたが、どの
生徒さんも明るくフレンドリーですぐに
打ち解けることができました。ワニの絵
の色塗りをしながら趣味についての話
で盛り上がり、楽しい時間を過ごす事が
できました。生徒さんに書いて頂いた
似顔絵は私の大切な宝物です！貴重な
体験をありがとうございました

Ayana Kadota
Every day in Lakeland seemed like a 
dream for me. I will remember those 
days for rest of my life. Of all the 
wonderful times, visiting Harrison 
School for the Arts was very special 
for me since I am so interested in arts. 
I was impressed by the enthusiastic 
students who were gifted with 
remarkable talents. Although I was a 
bit nervous when I saw the huge, too 
beautiful school buildings for high 
school, all the kind friendly students 
made me relaxed. I enjoyed talking 
about our hobbies while coloring 
alligators with the students. A portrait 
that one student drew of me has 
became my treasure! Thank you so 
much for the valuable time.

好川 壮太郎
今治工業高等学校３年
　「15人全員、無事に帰ってくることを
約束します。行ってきます！」強がって大
きな声で挨拶をした私の心は、不安と
緊張で一杯でした。それもそのはず、私
は英語能力が無く、さらに男子は私ひと
り。。。
　飛行機の中でそれらと戦っていた私。
アメリカに着くとそんな敵たちはあっと
いう間にいなくなりました。青く広い空、
知らない動物、果てしない地平線。全て
が新鮮で驚きの連続でした。
　ホストファミリーはまるで家族のよう
に私に接してくれ、わずかに残っていた
敵たちを一掃してくれました。こんな素
敵な出会いと経験を私は一生忘れる事
はないでしょう。
　全ての出会いに感謝します！
　See you Lakeland!!!　また会おう！！！

Sotaro Yoshikawa
 ‘I promise that all of us, fifteen students, 
will be back safe. See you later!’ I was 
full of anxiety and nervousness even 
though I pretended to be tough saying 
this loudly in front of everyone. This 
is because I cannot speak English; 
moreover I was the only boy in the 
group. I struggled against my nervous 
feelings on the plane. When I arrived 
in the US, all my negative feelings 
disappeared. The large, blue sky. 
Unknown animals. Endless horizon. 
Everything was new and surprising.
My host family was very kind and 
treated me like a real family member, 
and so the rest of my anxiety was 
perfectly dismissed. I can’t forget about 
such a nice meeting and experience in 
my lifetime. I appreciate meeting all the 
wonderful people. See you Lakeland!!!

村上 野乃香
今治南高校３年
レイクランドで過ごした約2週間はこれ
からの将来にとても生かせる、一生忘れ
ることのできない経験となりました。
歓迎パーティでは、浴衣を着て木山音頭
とお祭り音頭を披露しました。とても大好
評で、みんなの笑顔を見ていると「あぁー
もっとみんなといたいな」と考えるように
なりました。ホストファミリーの方々と行
った、買い物や動物園はとても楽しかっ
たです。また一緒にご飯を食べましょう！
本当は今すぐにでもみんなに会いに行
きたい気持ちでいっぱいです。素敵な思
い出を本当にありがとうございました。

Nonoka Murakami
The two weeks in Lakeland was a 
meaningful and once in a lifetime 
experience for me. I want to apply what 
I’ve learnt from this visit to my future. 
At the welcome party, we put on yukata 
to dance Kiyama-Ondo and Omatsuri-
Ondo. Our dancing was extremely well-
received by the host families and other 
participants. When I saw their smiling 
faces, I thought ‘I want to be with them 
more.’ I enjoyed shopping and visiting 
a zoo with my host family. Let’s have 
dinner together again soon!
I would seriously love to go back to 
Lakeland to see everyone right away. 
Thank you so much for the wonderful 
memories.

Translated by Akiko Tokura
（藤倉　晶子）
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訳：柳原美智恵 （Michie Yanagihara)



日にち 時間 場所

10 月 15日 土 1:30 ～3:00 PM NPOサポート
センター

11月 6日 日 1:30 ～3:00 PM ICIEA

11月 19日 土 1:30 ～3:00 PM NPOサポート
センター

12月 4日 日 1:30 ～3:00 PM ICIEA

Information  October/November 2016

Imabari CIty International Exchange
Association  (1-1-16 Kita horai-cho)
Apply / Inquirey at ICIEA
Tel / Fax: 0898-34-5763/
Email:info@iciea.jp / http://iciea.jp

A . Shiraishi Hospital  ( i-map D-4 )  32-4135 ( 白石病院 ) 

B. Kihara Hospital ( i-map a-5 )  23-0634 ( 木原病院 ) 　

C.  Imabari Central Hospital  ( i-map E3 )  22-5251 ( 今治ｾﾝﾄﾗﾙ病院 )　

D.  Daichi Hospital ( i-map Outlying area H-4 )  23-1650 ( 第一病院） 　                

E. Kosei Hospital ( i-map C-3 ) 22-0468 ( 光生病院 )

*If you have an emergency, contact 119 or the institution which corresponds to the date you are calling.

             F.Hirose Hospital( i-map E of J-5 ) 47-0100 ( 広瀬病院 )

 G.Setonaikai」 Hospital ( i-map D-6 ) 23-0655  ( 瀬戸内海病院）

 H.　Saiseikai Hospital ( City-map H5) 47-2500 ( 済生会病院 )

  I. Ehime Prefectual Hospital ( City-map H3 ) 32-7111 （県病院）

 J. Shimin Hospital ( i-map A5 ) 22-7611 （医師会市民病院）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

D JA H D C A I B J G D I H B JC G F I C A B D J G C H A D病院

日

Emergency Hospitals for OCTOBER 2016

Would you like to learn Japanese with 
volunteers? This  will be a good opportunity 
for foreign residents to speak Japanese. 
There are two classes in a month. One is at 
the ICIEA and the other is  at NPO support 
center. Please fi nd the info at ICIEA website 
and feel free to Come! No charge.
☆Please look at the ICIEA website to make sure 
the date before coming. 
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日本語サポートクラス日程
Schedule of Nihongo Support Class

今治市国際交流協会は、 平日に加え、 毎
月第 1 土曜日午後、 第 1 日曜日終日を開
館日とします。 お気軽にお立ち寄りください。
なお都合により第 1 土日でない場合がありま
すので、 協会 HP、 お電話等で事前にご確
認ください。  http://iciea.jp

11 月 5 日（土） Sat.  
November  5th13:00 ～ 17:15 
11 月 6 日（日） Sun. 
November 6th  8:30 ～ 17:15

 ICIEA 事務局開館日のお知らせ 
      Open Offi  ce Day

ICIEA opens the offi ce on the fi rst weekend 
of every month. We hope this will be a good 
opportunity for people who are interested 
in our activities to come and visit us. The 
schedule is subject to change due to 
upcoming events. Please look at the ICIEA 
website to make sure the date.

★お申込み・お問合わせは
    今治市国際交流協会まで
　info@iciea.jp / 0898-34-5763

12 月 3 日（土） Sat.  
December 3rd13:00 ～ 17:15 
12 月 4 日（日） Sun. 
December 4th  8:30 ～ 17:15
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ICIEA バーベキューピクニック

秋空のもと、山間の静かな場所で外国の方と一緒に
バーベキュ－を楽しみませんか！
と   き：11月13日(日)　
 11:00 to 14:00
ところ：朝倉ダム湖畔緑水公園
会   費：会員1,000円 
　　     一般1,800円 /小学生以下1,000円
　　   外国人とそのご家族800円
募集人数：先着100名
申込締切：11月 9日（水）

Date: November 13h (Sun)
Time:11:00 to 14:00
Venue: Asakura Ryokusui Park
Fee: ICIEA members: 1,000yen
Non-members:1,800yen
International community:800yen
Apply: ICIEA at info@iciea.jp
       We can provide a ride from Imabari station.
      * Reservation required.

Barbeque Picnic in Asakura
　 今治市国際交流協会・朝倉国際交流会共催 ICIEA is holding its annual popular BBQ picnic in 

Asakura. Participants will be able to enjoy  delicious 
barbecue meal and beautiful surroundings while listening 
to fun bluegrass music!

  ICIEA 秋の語学講座 開講中！

☆中国語講座
と  き：10月４日から12月20日（毎火曜日）

時 間：午後７時～８時半 （全12回）

ところ：今治市庁舎第4別館 会議室

対 象：初心者（前回受講者も受講可）

講 師：杜晗菲氏（中国出身）

受講料：会員2000円・一般5000円

別途テキスト代「中国語初歩の初歩」1296円

定 員：３０名

定員に満たない場合は、途中からでも
ご受講いただけます。

と　き：１2月18日（日）13:30 開場 14:00 開始　
ところ：しまなみアースランド学習棟  /   参加費：無料  
申込・問合せ：Shimanami Speech Summit 事務局: imabarienglish@gmai.com / 0898-31-2037
   

Shimanami Speech Summit
外国語でスピーチを発表してみませんか。テーマは自由です。
スピーチの発表以外にもイベントでは幅広い分野で活躍できます！   

しまなみスピーチサミットi-Newsハロウィン・パーティ

☆フランス語講座
と   き：10月4日から12月20日(毎火曜日）

時 間：午後７時～８時半 （全12回）

ところ：今治市庁舎第4別館 １階事務局

対 象：初心者（前回受講者も受講可）

講 師：志賀英文氏（元シニアJICA仏語通訳者）

　　　　　マルタン・サモア氏（ICIEA仏語講師）
受講料：会員2000円・一般5000円
別途テキスト代
「新版CD BOOK はじめてのフランス語」1,728円
定員：３０名

き：１0 月15 日（土） 13:30 - 15:00
ところ：波方公民館　大ホール
参加費：小学生以下のお子様1,000円（お菓子と工作材料代含）
保護者付添入場無料
申込・問合せ：今治市国際交流協会まで



しまなみ造船（株）
正栄汽船（株）

（株）新来島どっく

それいゆの会
第一印刷（株）
(医）丹こどもクリニック
藤倉歯科医院
日本食研ホールディングス（株）
伯方造船（株）
波止浜興産（株）

（株）波止浜鉄工所
（株）原商会
（株）原田印刷社
（医）平林胃腸クリニック

名鉄観光サービス（株）松山支店
（医）村上病院
（有）明徳
  i-News
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　四国ガス株式会社 太陽石油株式会社 四国事業所 　檜垣産業株式会社　

 　 今治造船株式会社      　  渦潮電機株式会社　  

　 国際ソロプチミスト今治     四国溶材株式会社

（株）ＩＪＣ
朝倉国際交流会
一広（株）
今治北ロータリークラブ
今治くるしまライオンズクラブ

（株）今治国際ホテル
今治産業（株）

（社）今治市医師会
（社）今治市歯科医師会

今治商工会議所
今治精華高等学校

（株）今治繊維リソースセンター
今治地域地場産業振興センター

（公社）今治地方観光協会
今治中央ライオンズクラブ
今治トーストマスターズクラブ
今治東ライオンズクラブ
今治南ロータリークラブ
今治明徳高等学校

　平成28年度  今治市国際交流協会 法人/団体会員

今治市女性海外派遣者交流会　
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Date: November 13h (Sun)
Time:11:00 to 14:00
Venue: Asakura Ryokusui Park
Fee: ICIEA members: 1,000yen
Non-members:1,800yen
International community:800yen
Apply: ICIEA at info@iciea.jp
       We can provide a ride from Imabari station.
      * Reservation required.

Shimanami Speech Summit

ICIEA is seeking sponsorship from individuals or corporations who are interested in joining ICIEA. 
As a member we hope for your understanding and cooperation in creating more involvement in 
international oriented programs in Imabari city.

　今治市国際交流協会では、個人、団体とも会員を募っています。 今治市の国際交流事業にご理解、ご協力を
お願い申し上げます。

新規加入団体会員名 (H28.4月～9月）ご加入ありがとうございます！

今治プラザホテル（株）
（株）伊予銀行今治支店

愛媛海運（株）
（株）愛媛銀行今治支店

愛媛新聞エリアサービス今治東

（有）海舟亭
（有）寿屋婚礼互助センター

 四国通建（株）
 J Aおちいまばりグループ

（有）神野組
☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆ 日本通運（株）今治支店
原印刷（株）
村上秀造船（株）

（株）ライオン広告舎
（株）ワシ屋グループ

☆

☆

☆

☆

☆

Member Group and Corporation of I.C.I.E.A.

今治明徳中学校
今治明徳短期大学
今治ライオンズクラブ
今治ロータリークラブ
愛媛SGGクラブ今治支部
愛媛県立今治北高等学校
愛媛県立今治工業高等学校
愛媛県立今治西高等学校
愛媛県立今治東中等教育学校
愛媛県立今治南高等学校
愛媛県立伯方高等学校

（有）愛媛新聞今治西部専売所
（有）FPiCO（エフピコ）

愛媛県和装朋友会
ガールスカウト今治地区
喜多浦海運株式会社
コンテックス（株）
サンライズ糸山
四国タオル工業組合

今治市サイクリングターミナル

☆☆



アナ・ホワイトマン

自然を恐れず
踏み出せば

ピカチュウがいる
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