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For many of us living in
Imabari, I think we feel it
never changes. However, I
was surprised at the small
things that were different
after being away for just 4
months. Angela, a recently
returned foreign resident,
shares her thoughts on the
changes in Imabari over
the last 24 years. There are
also two speeches given
by students at the annual
event Shimanami Speech
Summit. I hope you enjoy
their views. This issue’s fullcolour version can be found
at http://iciea.jp.

今治で暮らしている私たちの多く
は、今治は全然変わらないと感じ
ているかと思います。
しかし、たっ
た4ヶ月間今治から離れていたあ
と、些細なことが変わっている事
に気づき驚きました。最近今治に
戻ってきた外国人住民のアンジ
ェラは、過去24年間の今治の変
化に対する思いを語ってくれまし
た。また、毎年恒例のしまなみス
ピーチサミットからの学生のスピ
ーチが２つ。彼らの主張を楽しん
で下さい。カラーでご覧になりた
い方はこちらをご覧下さい。
http://iciea.jp
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表紙について

アンドリュー・ホフマン  

Hello Imabarians. Hopefully all of you are keeping
warm as we slowly begin to transition into spring.

今治のみなさん、
こんにちは。徐々に春に向かう今日
この頃、暖かくしてお過ごしのことと思います。

The inspiration for this cover came to me during one
of my annual holiday traditions. That tradition, silly
though it may be, is to binge-watch entire seasons, if
not all ninety-two episodes, of the American television
drama Mad Men. I always try to do this between
Thanksgiving and New Year’s Day.

今回の表紙のインスピレーションは、僕の祝祭日の慣
習の最中にやってきました。その慣習というのは、ばか
みたいですが、アメリカのテレビドラマ「マッドメン」を
イッキ見することです（92話全部でないにしても）。いつ
も感謝祭からお正月にかけてやってみるのです。

If you’ve never seen the series, I strongly recommend
watching it, assuming you are old enough to handle
some slightly mature content. It follows the life of a
man named Donald Draper and the advertising agency
he works for in the sixties.

もしご覧になったことがないなら、やや大人向けコン
テンツが大丈夫な年齢のかたに強くお勧めします。設
定は1960年代、
ドナルド・ドレイパーという男性の人生
と彼が勤める広告代理店を描いています。

Every time I watch it, I find myself endlessly flipping
through vintage books and magazines afterwards,
looking at the artwork of the advertisements. It is a style
that I have always admired, but unfortunately, I am not
skilled enough to truly recreate. All the same, I hope
that you enjoy it.
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このドラマを観ると決まってその後、気づいたら延々
とビンテージものの本や雑誌をパラパラめくって広告
のアートワークを眺めています。ずっと憧れているスタ
イルなのですが、残念ながら僕には忠実に再現する腕
がありません。
ともあれ、お楽しみいただければ嬉しい
です。
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