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してみませんか？
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6 月 29 日（土）コミセン治田東にて、絵手紙講座
絵手紙講座を開催しました。韓国、ベトナム、アメリカ
アメリカ合わせて 5
名の方
方と RIFA 会員 7 名にも参加していただき、
、絵手紙でオリジナルのうちわを作りました。
。
初めて
めて絵手紙に挑戦する方がほとんどでしたが
がほとんどでしたが、皆さん思い思いの素敵なうちわが出来ました
ました。皆さんの作
品はその
はその後 2 週間、コミセン治田東の「絵手紙展
絵手紙展」で展示され、たくさんの方にご覧いただきました
いただきました。

場所：コミセン
コミセン大宝東
コミセン大宝東
受講料：12,000
12,000 円（RIFA 会員）
、15,000
15,000 円（一般）
会員）、
一般）
申 込：10
10 月 1 日（火）より

日時：11 月 10 日（日）
）11:00～15:30 頃
10 月 18 日（金）から 23 日(水)まで
まで、姉妹都市ミ
シガン州バーミングハム市から使節団の
の方が 1 名来市

場所：栗東芸術文化会館
栗東芸術文化会館さきらシンボル広場
内容：野外ステージ発表
発表、多民族料理の屋台など

され、RIFA 会員宅にホームステイされます
にホームステイされます。
楽しいイベントを一緒に
に
市内施設見学や日本の文化体験等、栗東
栗東ならではの
盛り上げていただける当
当
体験をしていただけるように、お迎え致
致します。
日ボランティアスタッフ
ボランティアスタッフ
を募集中です!!

春夏秋冬
【会員特典】
当協会イベントや講座参加費の割引
割引
会報「Koryu」やイベント案内のお届け
け
【年会費】
個人 2,000 円 家族 3,000 円 法人 10,000 円

各種イベント、講座の申込・お問い合わせは
わせは
RIFA 事務局まで（月～金 9：00～17：00
00）
電 話：077554-1123
077-551551-0293 Fax：077077-554
メール：mail@rifa.jp
ホームページ：http://www.rifa.jp

Facebook：http://www.facebook.com/RIFA.
http://www.facebook.com/RIFA.Ritto
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酷暑の夏も終わりが
わりが近づき、街をいく人々の装
いや会話も変わりつつあります
わりつつあります。秋は「読書の秋」
や「食欲の秋」と云われるように
われるように、過ごし易く、
集中しやすいうえに実
実りの多い季節でもありま
す。日本の四季は本当
本当に美しく味わい深いもので、
色合い、香り、食材などは
などは季節を味わう一面でも
ありました。
もかもが便利になり、本来の
しかし、近年は何もかもが
豊かな四季折々の感情
感情や五感を通しての感じ方も
変化してきているのではないでしょうか
してきているのではないでしょうか。
次世代の子供達に対
対しては、
「我々が自然をいか
に大切にしてきたか、
、昔ながらの日本の四季の素
晴らしさを伝えていければ…
えていければ…」と感じています。
（Summy）

7 月 27 日（土）に栗東ロテリアプロジェクトで
ロテリアプロジェクトで使用する写真の撮影ツアーを行いました。
。
栗東市内在住
栗東市内在住のベトナムとイタリアの方にも協力
協力していただき、栗東市内の名所を巡りました
りました。2 チームに
分かれ
かれ、金勝方面は「大野神社」や「太田ぶどう
ぶどう園」へ、大宝・治田方面は「和田の古墳」
」
「目川立場」
「
「な
まず
まず公園」へ撮影に行きました。今年中にカードデザインを
にカードデザインを検討し、栗東 PR のツールになるようなゲーム
の完成
完成を目指します！

↑イメージ図
栗東ロテリアとは
ロテリアとは、栗東市内の
観光名所
観光名所や特産物を掲載した
カードゲームのことです
カードゲームのことです。

昼食にこんぜの
にこんぜの里名物の
「しし丼
丼」と「こんちゃ
んコロッケ定食」をいた
んコロッケ
だきました。
だきました
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8 月 25 日（日）に開催された栗東駅前夏祭
栗東駅前夏祭りに、RIFA は世界のビール＆リングイッサ
リングイッサ (ブラジルのソー

RIFA 副会長 中野 光一

セージ)の屋台出店で参加しました！
！世界のビールは、コロナ（メキシコ）
・オランディア
・オランディア（オランダ）
・フォ

「世界
世界に空手を広めるタイル屋さん」・・最近ラジオの
ラジオの収録時にこのような肩書で呼んでいただきました
んでいただきました。

スター（オーストラリア）の３種類を
を販売し、スパイスの効いた肉汁たっぷりのリングイッサとの
たっぷりのリングイッサとの相性が抜

なるほど
なるほど、私を上手く表現していて気に入っています
っています（＾＾）。㈱びわ湖タイルの代表取締役
代表取締役としてタイルを

群で、飛ぶように売れました！また、
、RIFA 会員による歌のステージや、お化け
け屋敷の開催もあり、夏祭り

通じて
じて地域社会に貢献する一方で、空手を通じた
じた青少年の健全育成をライフワークにしようと
をライフワークにしようと両立にがんばっ

は大いに盛り上がりました。
ています
ています。地域の子供たちに空手を教える傍ら、
、毎年２～３ヶ国海外指導にも出かけています
かけています。
今回
今回は昨年から我々正剛館に仲間入りしたメキシコの
りしたメキシコの道場に行ってきました。私にとって
は初めての
めての渡航でしたが、いつものことながら志
志を同じくする仲間が迎えてくれるので一切
の不安
不安はありません。あるとすればしっかりと彼
彼らに感動を与える指導ができたか、心の交
流ができたかということです
ができたかということです。スペイン語は話せませんがスポーツ
せませんがスポーツ、特に武道を教えるのに
言葉の
の壁はありません。技の名前はそのまんま日本語
日本語ですしね。（笑）
時間
時間を惜しんでの稽古は５時間にも及びますが
びますが、休憩時にはいくつもの民族舞踊を披露し
歌のステージでは、ブラジルの歌、栗東名
栗東名
物「へそくりパイ・へそくり manju」と栗
栗
東駅前夏祭りオリジナルソングを披露して
して
いただきました！

ていただきました
ていただきました。また観光としては世界遺産でもあるティオティワカンのピラミッドやソチミルコの
でもあるティオティワカンのピラミッドやソチミルコの運河に
でもあるティオティワカンのピラミッドやソチミルコの
も行きました。もちろん
もちろん夜はテキーラで乾杯！です。どこへ行ってもラテン
ってもラテン独特の
明るさと盛上がりは彼
彼らの性格というよりは、大切にしている文化
文化と言ってもいい
かもしれません。また
また古代文明のことやスペイン人による征服が行
行われて今でも広
場の下にはピラミッドが
にはピラミッドが埋まっていること、国旗の蛇をくわえた鷲
鷲の意味などを詳
しく説明してくれる姿勢
姿勢には彼らの国に対する誇りを感じました。
。

9 月 4 日（水）RIFA と JICA（独立行政法人国際協力機構
独立行政法人国際協力機構）共催の「世界と出会
出会う玉手箱」を栗東市立大

メキシコという自国
自国を愛しながら日本の伝統文化である空手を愛好
愛好する彼らは
私自身が学ぶべきことをたくさん
ぶべきことをたくさん持っています。自分のアイデンティティを
のアイデンティティを再確認

宝西小学校区で行われている“大宝西
大宝西ふれあい子ども広場”内にて開催しました
しました。
ボリビア出身のミゲル リマさんと
リマさんと、青年海外協力隊員としてボリビアで 2 年間ボランティア活動をされ
年間
ていた浦田

広美さんを講師に迎え、
、ボリビアの音楽とダンスを、約 40 名の子どもたちに
どもたちに楽しんでもらいま

した。あまり馴染みのなかった南米ボリビアについてのお
ボリビアについてのお話しを聞いたり、アンデスの
アンデスの伝統的な楽器から奏

し、自分
自分（自国）を大切にして初めて相手（国）
）に対して心からの
友情や
や尊敬の念が出てくるのではないでしょうか
てくるのではないでしょうか。
微力
微力な民間外交ではありますが、“一期一縁（いちごいちえん
いちごいちえん）”

でられる素晴らしい音色と共にダンスを
にダンスを踊ったりと、大変有意義な時間となりました
となりました。
の精神
精神でその一瞬に力を注いでいきます。
２０２０
２０２０年東京オリンピックで空手が種目になるか
になるか！？
世界五大陸
世界五大陸から我々の仲間が一堂に会することができればすばらし
することができればすばらし
いことです Dreams come true!!
いことです！
黒帯指導者です!
黒帯指導者

ブラジル チリからも集合
ブラジル、

老若男女が伝統舞踊
伝統舞踊を披露
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