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平成 27 年度 総会 4 月 26日　市民交流センター（キックス）

理事　会　長   
理事　副会長   
理事　副会長　
理事　副会長　
理事　　　　　
理事　　　　　
理事　　　　　
理事　　　　　  
理事　              
理事　            
理事　            
理事　            
理事　　　　　
理事　            
理事
理事　会　計　            
理事　　　　　
理事　　　　　　　　　　　　　
監事　　　　   
監事　　　　   

山本　明彦　個人 (河内長野ガス)
向井　一雄　河内長野市
飯阪　　保　（公財）河内長野市文化振興財団
柴　理梨亜　河内長野市教育委員会
木之下純子　河内長野市文化連盟
増田　正博　河内長野ライオンズクラブ
菊伊祇京子  河内長野ロータリークラブ
森　　　創    （学）清教学園 
中田恵理子　大阪府立長野高等学校 
寺野　敏一　 （学）千代田学園  
山本　淑子　河内長野市地域女性団体協議会
谷　　英樹　河内長野市歯科医師会
大原　一郎　河内長野市日本中国友好協会
讃岐己樹也　  （社）河内長野青年会議所 
辻　　秀和　個人
上田雄三郎　個人
桝村　博子　個人
王　　　政　個人（中国）
土生　裕史　河内長野市医師会
寺本　　悟　公認会計士

平成 27年度 KIFA役員 理事・監事

　平成27年度河内長野市国際交流協会の総会が開かれました。来賓に河内長野市副市長 向井一雄氏、市議会議長 大原一郎氏、
府議会議員 西野修平氏をお迎えしました。議長に柴理梨亜氏を選出して議事を進め、平成26年度事業報告・決算報告、人事変更、
平成27年度事業計画案・予算案などが、審議され無事承認されました。（上の写真は今年度の理事・監事の方々）

　今年は総会後のイベントはなく総会のみでした。しかし市の
関係者はじめ、多くの会員の参加がありました。
　山本会長の挨拶から始まり、向井副市長は、芝田市長のメッ
セージを伝えてくださいました。その中で、2014年春に開か
れた姉妹都市カーメルとの交流 20 周年記念式典への出席が叶
わず残念だったことや、500人もの在住外国人のために、地域
との相互理解を深めていきたいことなどを話されました。
　市議会議長や府会議員などからは、「多文化共生は河内長野
の強みであり、近隣市町村にはない文化交流なども取り入れ
たい。そのためには国際交流に関心がない人々の取り込みが必

要になるのではないか。また、今までより外国人が増えると実
感しているので、KIFA 立ち上げ時より更に協会の存在が重要
になると思う。」とお話が続きました。
　後半では、昨年度の事業などがスライドショーで紹介され、
楽しく振り返る事ができました。

＜山本明彦会長あいさつ＞
　本日は河内長野市国際交流協会の年次総会にご出席いただき
まして誠にありがとうございます。先ずは来賓の皆さま、公務
ご多忙の中、ご出席いただきましてありがとうございます。
皆さまのご理解、ご支援のおかげで河内長野市から強力な
サポートを頂けること、協会を代表して心から感謝いたします。
そして、理事、スタッフ、会員の皆さま、平素は当協会の事業
にご尽力、ご協力いただきまして誠にありがとうございます。
　KIFAは更に多文化共生の視点での「まちづくり」に市と協働
して進めていく必要があると考えております。平成26年度の事
業でも日本語サロンによる日本語学習、年金相談の実施、災
害時日本語が分からない外国人の方々に向けた絵文字を使った
エリアメールの検討、そして地域の防災避難訓練参加による地
域の方々と外国の方々の「顔の見える関係」づくり、お互いが
助け合う関係づくりに寄与できたと思っております。
　一方で危惧しているのは、会員数の減少です。昨年度に比べ
個人会員は増加しておりますが、家族・団体会員は減少してお
ります。総計で509（口数）という厳しい数字になっております。
　27年度は会員の方に「参加したい」と思っていただける事業
を増やす事を検討していきたいと思いますので、是非皆さまの
ご意見もいただきたく思います。
　最後に、新年度も引
き続き皆さまのご支援
をいただきますようお
願いして私のご挨拶と
させていただきます。



in 河内長野 2015

　歌って踊って新たな「ジブン」に出会う、そんなワクワクする
体験をするため、200人近い人たちが集りました。ほとんどが小学
生から高校生までの子供たちですが、今年は大人の方の参加もあ
りました。迎えてくれるのはヤングアメリカンズ！アメリカから
やってきた若者たちです。参加者の中に体当たりで飛び込んで、
英語と日本語でテンポよい指示をとばしながら、歌や踊りを次々
と伝えていきます。楽しく体を動かし、声を出しているうちに、
だんだん様になってきます。ヤングアメリカンズの「ジョーズ、
ジョーズ（上手）」の声に、さらに盛り上がります。最後には、全
員で息の合ったステージショーを演じるところまで到達しました。
　ショーの中でソロを担当するのも参加者です。英語の歌詞をか
わいく、立派に、のびやかに歌い上げて、拍手が湧き上がります。
ソロに選ばれ、観衆のまえで歌うことで新たな自信をつけ、新し
い「ジブン」の発見につながるのでしょう。
　今回も昨年に引き続き、平日の夕方からの短いものでしたが、
2時間ほどの練習で参加者が達成したものには、目を見張るしかあ
りませんでした。嬉しいことに来年には、正規の3日間のコースが
河内長野で開催されることがが決まっています。今から楽しみに
しつつ、来年の参加を心に決めた方も多いことでしょう。

5月 28日　ラブリーホール

英語の歌でも
　　　ソロに挑戦！

ジャンプ、ジャンプ！エネルギーが爆発！

リズムのビートが湧き上がってくる！ ダンスを覚える
真剣なまなざし
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インドネシア共和国
総領事館を訪ねて
INDONESIA

　インドネシア共和国総領事館にお勤めのラリータさんのお
骨折りで、４月下旬にウィヌス・エディ・プラティグニョ総
領事とお会いし、お話を伺うことができました。
　総領事館、領事館は外交機関であり、主な使命は領事サー
ビス、接受国との経済関係の構築及び強化、管轄地域に滞在
する自国民の保護です。在大阪インドネシア共和国総領事館
は、上記活動を管轄エリア 17府県にて行っています。
　プラティグニョ総領事と KIFAの山本会長の対談をお届けい
たします。

●インドネシアの魅力について
会長：はじめにインドネシアの魅力、ＰＲなさりたいことは何
でしょうか。

総領事：インドネシアの魅力としては一番に観光があげられ
ます。バリ島は日本でも有名ですが、インドネシアには
17,000 以上もの島があります。その内の人が居住している
島は全体の 3分の1ですが、バリ島以外にも訪れて頂きたい観
光地は沢山あります。インドネシアには美しいビーチや素晴
らしい景色が沢山あり、世界中から多くの人々が訪れます。
また、インドネシア独立戦争に参加した残留日本兵の墓地や
慰霊碑もあり、ここを訪れる日本人も多くいます。以前、地
震被害に見舞われたスマトラ島北部のアチェも美しい場所で
すし、ジャワ島、パプア島、スラウエシ島などにも素晴らし
い景色や歴史文化を満喫できる観光地が多くあります。最近
ではインドネシア国民の間に日本文化が広く知られるように
なり、特に日本人観光客が多く訪れる地域では日本食レスト
ランも多く見られるようになりました。しかし残念ながら、
味付けはインドネシア風なのですが。インドネシアでは沢山
の日本製品が売られています。日本食に関しては以前は高級
食で限られた人達だけが食べていたのですが、今では誰もが
日本食を食べるようになりました。またインドネシアには歴
史文化財が多くあります。例えばジャワ島のジョグジャカル
タ州には世界遺産として有名なボロブドゥール寺院遺跡群や
プランバナン寺院群があります。インドネシアは仏教文化と
ヒンズー教文化の影響を受けています。インドネシアは宗教
の多様性を認めており、世界の主な宗教であるイスラム教、
キリスト教、ヒンズー教、仏教が調和を保ちながら共存して
います。この多様性こそがインドネシアを興味深く、魅力的
な国にしているのです。

●ビジネスについて
会長：河内長野市で一番大きな企業、モリ工業は、カラワンに
工場を持っていて、70名のインドネシア人を雇用しています。

総領事：河内長野市からカラワンに進出した企業の工場で多
くのインドネシア人が働いていることを知り、大変うれしく
思います。その企業にはインドネシアへの進出を契機に今
後、更にインドネシアでの事業を拡大されることを期待し
ています。昨年発表された政府統計によると、日本は世界第
２位の対インドネシア投資国です。因みに昨年の第１位はシ
ンガポールでした。2013年の対インドネシア投資国第１位は
日本でした。

会長：インドネシアはとても仕事がしやすい土地だと聞いて
おります。

総領事：そう思います。政府はインドネシアに進出する企業
の利便性を図るため、対インドネシア投資に関するワンストッ
プサービスを開始し、インドネシアでの会社設立や許認可の
手続きの簡素化に努めています。また、インドネシアは 2億
5,000 万人もの人口を抱える世界第 4 位の人口大国であり、
市場規模も大きいです。日本との経済的な結びつきも強く、
日本から大手自動車メーカーをはじめ、様々な消費者製品メー
カーがインドネシアに進出しています。インドネシア政府は
インフラ開発に力を入れており、積極的に高速道路建設や大
型船の接岸可能な深海港の建設を進めています。加えて、周
りを海に囲まれているインドネシアでは海運や漁業・水産業
の分野でもビジネスチャンスが沢山あり、日本からの投資を
期待しています。

●大阪について
会長：大阪についてどのような印象をお持ちでしょうか？

総領事：大阪に着任して５か月になります。日本に赴任する
のは今回が初めてです。着任以来、これまでに 10 の府県を
訪問しましたが、日本にはインドネシア人旅行者が感動する
素晴らしい景色が沢山あります。もっと日本からインドネシ
アに向けて積極的に観光ＰＲをしてもらいたいですね。昨年
は16 万人近いインドネシア人観光客が日本を訪れています。
今の季節はどこに行っても桜を楽しむことができ、とても
素晴らしいです。活発な観光誘致活動を行えばさらに多くの
インドネシア人観光客を呼び込むことが出来ると思います。
神戸淡路鳴門自動車道を利用しましたが、東京のレインボー
ブリッジと同様に明石海峡大橋もとても美しかったです。最
近、滋賀県を訪問しましたが、ここの景色も素晴らしかった
です。日本の風景は地域ごとに様々な個性があって魅力的で
すし、多くの外国人観光客が楽しめると思います。問題は外
国人観光客をいかに地方に呼び込むかでしょう。
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●防災対策について
会長：ところでネパールで地震がありましたが、インドネシ
アではどのような防災対策をとられていますか？

総領事：ご承知の通り、インドネシアは2004年にスマトラ島
沖地震・津波に見舞われ、20万人以上の人々が犠牲になりま
した。その後も火山活動による被害や、津波、地滑り、洪水
などの自然災害が発生しています。スマトラ島沖地震を受け、
政府は効率的かつ効果的な防災政策の策定や総合的な防災対
策の実施、並びに災害危険性に関する情報を提供し、国民の
防災意識の向上を図る為の機関として国家防災庁を設立しま
した。インドネシアはまた、今年3月に仙台で開催された第3
回国連防災世界会議に参加するなど、災害対策に関する国際
的な枠組みにも積極的に関わっています。災害の発生は予測
不可能です。何時でも何処ででも、もちろん日本でも起こり
得えます。ですから、我々は災害による被害を最小限に止め、
犠牲者を最小にするべく取り組んでいます。火山活動につい
ては、政府は警報を出し、安全地帯への避難勧告を出してい
ます。災害発生時に国民が迅速かつ的確に避難を行うことに
より犠牲者の数を減らすことができます。大阪大学とインド
ネシアのガジャマダ大学は災害発生後の状況を把握できる「広
視野災害情報・警報システム」の確立に向けて協働しています。
地震国であり火山国でもあるインドネシアは様々な取り組み
を一歩ずつ確実に進めています。

●緊急地震速報について
KIFA事務局長：スマトラ沖地震や津波についてニュースで知っ
たのですが、日本では緊急地震速報のシステムが作られてい
ます。まだ日本へ来られて 5ヶ月ということですが、そのよ
うな速報を受けられたご経験はありますか？

総領事：ええ、多分あると思います。

KIFA事務局長：そこには、文字で情報が書かれているのですが、
もしメッセージがイラストや記号で書かれているとしたら、
外国人の方にとって有効だとお考えですか？

総領事：同様のテーマについて2 月に神戸で開催された
2015 年 ひょうご・神戸国際サミットにて議論されました。
在関西総領事、兵庫県知事、神戸市長、神戸商工会議所副会
頭が一堂に会し情報交換を行う会議です。関西へは多くの外
国人が旅行などで訪れますが、日本語の読み書きができない

人がほとんどです。外国人旅行客が滞在するホテルの部屋な
どに火災だけでなく地震も含めた緊急時の対応方法や注意事
項などを記載したパンフレットを設置すると良いのではない
かと思います。兵庫県では地震発生時の注意点などを書いた
非常に優れた災害時行動マニュアルが在日外国人向けに多言
語にて用意されていますが、大阪ではあまり目にしません。
近い将来、日本で大きな地震が起こる可能性が指摘されてい
ますが、日本を訪れる外国人観光客が被災した場合の対応も
考えておかなければなりません。災害時にとるべき行動を簡
潔に書いたチラシのようなものを入国審査場で配布するとい
いと思います。いたずらに恐怖心を与えるのではなく、外国
人にわかりやすく防災の知識を伝えることが重要です。

KIFA事務局長：私たちも同じように考え、実現できるように
努力している所です。ホテルや飛行機の中など色々な場所で
配れたら良いと思います。

総領事：そうですね。飛行機に乗ると緊急時の行動について
説明した安全のしおりがありますが、あれは乗客を怖がらせ
るための物ではなく、正しい情報を伝えるための物ですね。
同様に防災マニュアルを作成し外国人訪問者が入国審査やビ
ザ発給の待ち時間で読めるようにすると良いと思います。コ
ストはかかりますがその価値はあります。ネパールの次にど
こで災害が発生するのかは誰にもわかりません。日本語が十
分理解できない外国人にも正確な情報が伝えられることが
重要です。

会長：今日はお忙しい中、長時間ありがとうございました。
河内長野にも是非お越しください。

総領事：機会があれば是非、訪問してみたいです。近い将来、
河内長野市を訪れる日を楽しみにしています。

　日本人より、よく働かれているのではと思ってしまう総領事。
ご多忙の中、ご自身のお話も聞かせていただきました。ロシア、
チェコ、タイ、北京に勤務され、日本は５か国目とのことです。
イスラム教徒ですので、毎朝３時半に起きて朝のお祈りをさ
れるのが日課だそうです。お休みの日は、軽いエクササイズ
をしたり奥様と一緒にお茶やコーヒーやケーキをいただいた
りされる、良き家庭人でもあられます。お話の端々からも、
ここに勤務されている日本人スタッフへのお心遣いもうかが
われる、素敵な方でした。

　KIFAが目指している多文化共生を実現するにあたって、一
番大切なことは、お互いの国についてもっと知ることだと思
います。こういったお話をうかがうことが、相互理解の一助
になればと思っています。

写真は　　　　　　　　　　　　　　　　　
ウィヌス・エディ・プラティグニョ総領事と

KIFA山本 明彦会長
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●日本語サロン スケジュール

＜開講場所と時間＞
日曜日 Sundays　14:00～16:00　
　　　千代田公民館　2階
火曜日 Tuesdays　10:00～11:45　　　
　　　市民交流センター（KICCS）3階
木曜日 Thursdays　18:00～20:00　
　　　ノバティ南館3階　ノバティホール

●語学クラブ 
　スケジュール

英語
フリー
トーキング

14:00~15:30

コース

時間

英語

(初級)

英語

（中級）

19:00~20:30 19:00~20:30

スペイン語

(初級 )

19:00~20:30

開講日
7月

10月
9月

11

19
10

14・28

8・22
13・27

7・21

1・15
6・20

3・17
8月

4・18
2・16

7月

10月

日曜 Sun. 火曜 Tue. 木曜 Thu.

6・13・20・27 1・8・15・29 3・10・17・24

4・11・18・25 6・13・20・27 1・8・15・22

9月 　Sep

　Oct

Jul

8月 2・23・30 4・25 6・27Aug

月 曜日

7・14・21・28 9・16・23・305・12・19・26

休　講 休　講 休　講 休　講

国際料理教室
～イタリア編～ ６月１７日　

市民交流センター（キックス）

　河内長野市内在住で小柄なイタリア人のマリア・ピーナ
(Maria Pina)さんを講師にお迎えし、イタリア家庭料理を教え
ていただきました。日本に来られて20数年の彼女は、日本語が
お上手でした。
　参加者はスタッフを含め28名。彼女は、古代遺跡で有名な、
ナポリ・ポンペイ近くに住まわれていたとか。レシピ、メニューは
イタリア語でも書かれていました。

今日のメニューは
　●くるみソースのパスタ
　●マリア・ピーナ風鶏胸肉のきのこクリームソース添え
　●パンナコッタ
　●トマトのサラダ

　パスタを茹でるときの塩加減は海を飲んでください！と・・・
  海水と同じくらいの塩加減！（ちょっと濃かったかな？）
　鶏肉の料理は先生のオリジナル。胸肉に包丁を
入れ、破れないように慎重に袋状にし、きのこ
ソースを詰め太い針で縫い付けるのにてん
やわんや！
　試食後に参加者にお聞きしたところ、
美味しいトマトサラダと生クリーム、バ
ター、チーズを多くつかったリッチなメ
ニューでしたね、という感想が多く聞か
れました。

▲ 胸肉に破れないように慎重に包丁を
入れ袋状にし、きのこソースを詰め太い
針で縫い付ける

美味しい国際交流はいかが？
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■ホワイト・ホース劇団公演
■夏休み子ども教室

■ホーンテッド・ゲーム in イングリッシュ

■お月見　

 ■問い合わせ・申込み

河内長野市国際交流協会（KIFA)
事務局

〒586-0025 河内長野市昭栄町7-1 
市民交流センター（キックス）３階
TEL: (0721)54-0002　
FAX: (0721)54-0004
Eメール: office@kifa-web.jp

インフォメーション

Information
■かわちながの世界民族音楽祭2015

コース

時間

中国語

(入門)

中国語

（初級）

19:00~20:30

中国語

（中級）

19:00~20:30 14:00~15:30

韓国語

( 初級 )

13:00~14:30

韓国語

( 入門)

10:40~12:10

開講日
7月

10月
9月

3・17

4・18

10・調整中

11・25

1・15

2・16

8・22

9・30

15・22
8月

9・30
2・169・23 7・21 14・28 14・28

休　講 休　講 休　講 休　講 休　講

■夏休み子ども絵画教室
　河内長野市の姉妹都市、アメリカ　インディアナ州の
カーメル市に、ギネスブックで公認された「世界一小さ
い子ども美術館」があります。
そこにあなたの絵を飾ってみませんか？
日　程：8月 6日（木）
場　所：市民交流センター（キックス）創作工房
時　間：午前の部　  9:30～12:00（開場 9:00）
　　　　午後の部　13:30～15:30（開場 13:00）
定　員：先着各 20名（対象：小・中学生）
持ち物：水彩画用具
参加費：午前の部 500円、午後の部 300円

※当日は、（特活）アートコミュニティ主宰の船本先生
の指導を受けながら制作します。
作品は姉妹都市カーメルへ送るため返却できません。
当日、参加賞を、後日、賞状と作品のカラーコピーを差
し上げます。
※絵画教室に参加しないで、各自の作品を当協会事務局
まで届けて応募することもできます。詳しくは、チラシ
をご覧いただくか、事務局までお問い合わせください。

　例年行われている市教育委員会主催のイベントです。
　KIFAは、2つのイベントに参加します。
●「KIFAたぶんかバンドコンサート」
 8 月 28日（金）14:00～14:45
●「世界とつながろう！」
　　　 8 月 29日（土）13:45～14:45
　会場はいずれも、市民交流センター 4階イベントホー
ルです。

※個々の教室の内容やお申し込みについては、下記まで
お問い合わせください。
　　河内長野市教育委員会事務局
　　　　　教育推進部青少年育成課（0721-54-0005）

　ミュージカルソー（のこぎり）演奏家で作曲家のサキ
タハヂメさんを芸術監督として迎え、「奥河内」をテー
マにフェスティバルを創ります。例年のように KIFA は
食のブースで参加の予定です。

日　程：9月 13日（日）
会　場：ラブリーホールとその周辺
時　間：10:00～17:00
問合せ：ラブリーホール（Tel： 0721-56-6100)

　お団子を食べながら、お月見をしませんか？

日　程：9月 26日（土）
場　所：市民交流センター（キックス）和室
時　間：17:00～20:00
対　象：外国出身の方とその家族
参加費：無料
申込み：電話かメールで事務局へ

　本場の英語で上演される劇を鑑賞します。自分の英語
力でストーリーを理解できることで、子供たちの英語に
対する自信をつけ、さらなる向上を目指すきっかけとな
ることでしょう。

日　程：10月 4日（日）
場　所：市民交流センター（キックス）大会議室
時　間：13:30～（開場 13:00）
※申込み方法など詳しくは、後日、ホームページ等で
　ご案内させていただきます。

～くろまろキッズ、全員集合！～

「ホーンテッドマンション」（お化け屋敷）で、お化けに扮した
外国人講師と一緒にゲームをしよう！ 英語が話せなくても大
丈夫。みんなも仮装して参加してね。

日　時： 10月12日（月・祝）　[1部]10:30～ [2部]11:30～
場　所： ラブリーホール（予定）
定　員： 20名（当日先着順にて受付）
対　象： ４歳～小学生　参加費： 無料
問合せ： ラブリーホール （Tel： 0721-56-6100)
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コンニチハ！日本語サロンです

無料
メールマガジン
配信中！

　KIFAの楽しいイベントや情
報を、いち早くお知らせします。
お申し込みは、事務局または、
KIFAホームページから。
http://www.kifa-web.jp/

愉快な韓国の結婚式

編

集

後

記
Flora

ワールドフード＆バザーワールドフード＆バザーネパール大地震被災者支援

　食べることが大好きなわたし。今回もイタリア家庭料理の講習会に取材を兼ね
て参加しました。お国柄によりその時々に使われるスパイスや調理法など興味は
つきません。国際料理教室はKIFA催しの人気のひとつでもあります。ベテランの
主婦に交じって、近ごろは男性の参加も目立ってきて嬉しい限りです。これからも
美味しい取材を続けようと思っています。　

　こんにちは。私は韓国のソウルから来たキムウンヒです。私は
現在、和歌山県橋本市に住んでいます。私は日本人男性と結婚
して日本に来て５カ月ほど過ぎました。私たちは結婚式を韓国
で挙げてからきたので、今回は「最近の韓国の結婚式文化」につ
いて紹介したいと思います。
　韓国では、天気が良い春と秋の季節が結婚シーズンです。韓
国の伝統的な結婚式を挙げるカップルもたまにいますが、近頃
は白いウェディングドレスを着て、おしゃれなウェディングホー
ルで結婚式を挙げるカップルが多いです。カップルは結婚式の
２，３カ月前にウェディングリハーサル撮影をします。色々なドレ
スや韓服を着ながら、スタジオや景色の良い公園で色々なコン
セプトで写真を撮ります。その時、新婦の友達が撮影現場に来
て、楽しい雰囲気で撮影を手伝ってくれたりアドバイスをしてく
れることが、ひとつの新しい文化となっています。実際に私たち
が広い公園で撮影をした時、私の友達が自分の子供も連れてき
て公園で遊びながら撮影を手伝ってくれました。また、私たちは
韓国と日本のカップルでもあったので、韓服と浴衣を準備して
撮影しましたが、その時のカメラマンがとても面白い演出をして
くれたので素敵な写真が撮れました。
　結婚式の当日は、参加するお客さんがとても多いので大忙し
です。韓国では、決めた人にだけ招待状を送るのではなく、親族
や身内、親しい友人のみならず、あらゆる知人・関係者に招待状
を送ります。（普通は新郎・新婦合わせて６００通以上送ります。）
実際に結婚式に参加するかどうかはお客さんの自由ですが、大
概は新郎側・新婦側合わせて４００～５００人ぐらいが参加し
ます。だから結婚式はいつも大勢の人で賑わいます。

　結婚式の儀式自体は３０～４０分ととても短いです。記念撮
影後、お客さん達はビュッフェ形式で食事を取りながら、わいわ
いがやがやと楽しい雰囲気で過ごします。その時、新郎・新婦は
別の部屋でペベクをします。ペベクとは韓国の伝統的な結婚の
儀式です。昔は新婦の家で結婚式を挙げてから新郎の家へ新
婦は嫁ぎました。そのため、新郎の両親や親戚に挨拶をしてお
金を貰うことが通例だったといいます。また、新郎の両親は夫婦
に対して子供を象徴する栗とナツメをあげながら祝福したそう
です。その伝統が現在もペベクとして残っており、通常の結婚式
の儀式が終わってからウェディングホール内に備わっているペ
ベク室で儀式を行います。新郎・新婦ともに韓服を着て、昔と同
じように新郎の家族からお金を貰い、栗とナツメをもらいます。
昔と違うところは、今のカップルたちは貰ったお金でそのまま新
婚旅行にでかけることです。
　愉快な韓国の結婚式、機会があればぜひ一度参加されるこ
とをお勧めします。

　金　恩喜　（韓国）
キム   　ウンヒ

　4月末にネパールを襲った大地震。家族や家を無くされた
方たちにとって、復興はまだまだ長い道のりです。
　私たちにできることをして、少しでも被災者のみなさんの
手助けになればと願っています。
　当日は、各国の食べ物、飲み物、各団体の出店、市内の企業
のみなさんからの提供されたものなど、買って、食べて、参加
して、ネパールに元気を送りましょう！
　収益はネパール大地震被災者義援金といたします。

＊　本場の味を世界のフードブースで！
＊　いろいろなグッズ、食品の販売コーナー
＊　ステージでは音楽やダンス！

日　時： 8月22日（土）　11：00～16：00
場　所： 市民交流センター（キックス）イベントホール
問合せ： KIFA事務局まで
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