
2019年 5月 11日 (土 )に、栗東

市役所会議室で、通常総会を開催

しました。平成30年度事業報告。収

支決算報告、2019年度事業計画案・

収支予算案すべての議案が無事に

敏子

栗東国際交流協会 新役員

顧 問 野村 昌弘 市長

林 輝彦

岡田 明男

太田 正雄

藤崎 聰 (新 )

会長 平田 善之 (新 )

副会長 奥村 敏子

中野 光一

小松原 賢治 (新 )

総務広報 委員長 石川 輝伸 (新 )

総務広報 副委員長 川津 裕一 (新 )

文化交流 委員長 小松原 賢治

文化交流 副委員長 鈴木 いづみ

監事 田中義信

小林 正樹 (新 )

総務広報委員長 石川 輝伸

1999年 に始まった広報誌

Koryuの 魅力を継承 し、対

面で説明できるチラシ類や、

ネット社会に有用なSNSや
ホームページの充実も図ります。初めてで

すがご指導・ご協力の程よろしくお願いい

たします。

栗東国際交流協会会長 平田 善之

5月 の通常総会におきまして、藤峙前会長の後を受け、会長をお引き受けさせていただく

ことになりました。ご期待に添えるよう尽力致しますので、会員皆様のご支援、ご協力を

お願いするものであります。

執行部につきましては、副会長が 3人制となり、機動性ある活動の展開を図って参 りた

く考えておりますので、皆様方の事業への積極的なご参加をお願い申しあげます。

併せて、事業活動等につきまして、ご意見・ ご提案を頂きますようお願い申しあげ、あ

いさつと致します。
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承認されました。

また、新たな役員の承認を得て、新メン

バーで今年度がスター トしました。会長に

は、2013年から務めてきた藤崎聰が勇退し、

前副市長の平田善之が就任 しました。本年

度も活動を実施 しますので、会員皆様のご

活躍・ ご参加などをお待ちしております。

文化交流委員長・

副会長 Jヽ松原 賢治

今年度より栗東国際交流協

会 副会長と文化交流委員長

を兼務することになりました。

20周年記念式典で発表した「ともに生き

るまち、栗東」の実現に向け、文化交流を

企画運営していきます。そして栗東国際交

流協会が多くの市民から期待される存在に

なれるよう貢献していきます。 副

新顧問 藤崎聰

光―
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アフリカ・カメルー)派遣

2019年 5月 11日 (土 )の総会後に、2016年から 2年間、アフリカ・

カメルーンの首都ヤウンデで、小学校教育のシエア海外ボランティアと

してご活動された大野文彦さんの話を聞きました。クイズ形式で楽 しく

学ぶことが出来ました。広報誌 Kowuの 2018年 3月号と 2017年 3月

号に記事を書いて頂いたため、正解者が多かったです。会員からの質問

に対して、みんなスマホを持っている先進的な面や、道路に穴が空いて

いて運転が危ないというインフラ整備の話なども聞くこともできました。

カメルーンはアフリカの中央

部にあ り、赤道に近いですが、

日本の真夏より涼 しい気候との

話でした。

カメルーンの国旗

盪プルーン熙鰺赳 重儡謳

首都   ヤウンデ

人口  22,179,700人 (2015年 )

面積   475,440km2

公用語  フランス語と英語

通過   CFAフ ラン

在留日本人数     92人 (2016年 )

在日カメルーン人数  521人 (2016年 )

1田中誠文堂はオフィスのあらゆる内装エ
1事に対応しています。ちょつとした補修工
1事喘 お気軽にご相談ください。

鑽額銃 田中誠文堂

害」烹・仕出し。お弁当

曇裁襲
【住所】〒520-3014滋賀県栗東市川辺 246

【電言舌】077-553-4123

滋賀銀行は、環境省認定の

「エコ・ファースト企業」として、

「環境経営 Jに 取 り組んでいます。

曇滋賀銀行
栗東支店

掏尋燿

哲 嬌
滋賀県栗東市小野789
TEL 077-552-0026

こんぜ自然薔研究余
栗東市御園261

ど懸驚 カフエダイニ
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ろりん

地域とともに飛躍する

竹村商事株式会社

首都ヤウンデ

◎轟飛購鷺 a翻隧雌甲
栗東市商工会館

栗東市手原三丁目125

TEL:077-552-0661/FAX:077-553-5263

栗東駅前支所 (ウインクリ
°
ラザ管理事務室)

栗東市絡二丁目4-5ウイングプラサ・4階

丁EL:077-552-3066/FAX:077-552-1146

異理澪10晟卸売市場,燿
有限会社 山 本

博『

鶴
曾山 本  雅

〒520‐3045滋賀県栗東市高野200番 地 1

TEL警 077552‐ 0337 FAX螢 077-552-4376  す・1

三大宝建設
〒520・3005滋 賀県栗東市御園452番 地
TEL 077‐ 558‐ 2438〔 0/FAX 077-558-2249
E‐ mali sandalhocon@sunny ocn neip
URL  hitp:〃 sandaiho com
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ゴッホが描いた風景を見たい、ビゼーはフランスの作曲家なのになぜ闘牛

を題材にした曲を作曲したのか ?こ の疑間を解決するために、語学学習団体

(HippO)が 企画している家族交流プログラムを活用 して南フランスのアビニ

ヨンに 1週間のホームステイをしてきました。ホームステイしたホス トはア

ビニヨンの城壁の中の教皇宮殿から徒歩 5分のメゾンの最上階に住んでいま

した。毎夜、教皇宮殿を眺めながらのアペリティフ、至福の時間です。また、

当方が要望した、ゴッホが描いた風景を見たいと伝えたら、サンレミプロバ

ンス、アルルの各所を一緒に巡ってくれました。ゴッホが療養した病院にも

行き、病室や、病室の窓から眺めたハーブ畑、ゴッ

ホが使用 した浴槽等を見学 しました。ハーブ畑を

歩き、咲いていたアイリスを見ながら、当時のゴッ

ホに想いを寄せました。アルルに移動したら、ちょ

うどお祭 りをしていて当時の服装をした「アルル

の女」に遭遇。また、円形競技場では闘牛をテー

マにしたイベントが行われていました。当時

ゴッホが療養した病室  にしてビゼーが「アルルの女」を作曲したの

だと判明し、疑間が一挙に解決 しました。ま

たアルルにはゴッホが描いた「夜の Cafe」 がそのまま営業していて、多

くの観光客で賑わっていました。

ぜひ皆さんも、プロバンスに出かけ、ゴッホが描いた風景や、ビゼー

が作曲した「アルルの女」の情景を楽しんでみてください。

咸纏颯鷲

―良質のサヒ・スと親切な指導一

東郷会計事務所
TKC会計システム

税理士  東 独『  修

事務所 〒5203015 滋賀県栗東市安養寺 8丁目5番 19号

TEL  077-554-1218(代 )

FAX  077-554-1219

総合建設業    」囲″70
技術を社会に、笑顔をあなたにc

株鵡 社
滋賀県栗東市上釣480 TEし 0フ ア553¬ 111

鶯之菫墨昼整墨餐栗東支店
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今まで1こ無かつたオフィス脇釧騒レん私 爆́鶏%/

騒皇文堂
httpプ /www hobun― do com

TEL 077-551-1::1ノ FAX 077-551-2345
滋賀県栗東市手原4-2-28

跳ね橋でホス トのママと

アルル円形競技場での闘牛イベン ト

滋賀県票実市‖:辺201番地4T鮎 0'7‐ 553● 0フ6/:0″
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豊かな農業 愛と絆で 地域が元気

新たな展開をめざして 」A栗東市

〒520‐ 3015滋賀県粟東市安養寺八丁目2番 13号

二ili:藤艶lrゎ 鷲寧|イけり敦

栗東市安養寺一丁目9番 1号 TEL(077)554-3477
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今後の予定

講師 :Da■71dSnЮ』り先生

場所 :コ ミュニティセンター大宝東

(栗東駅前ウイングプラザ 3階 )

12月 に開講予定です。

申込 :11月 14日 (木 )9時から先劃頃

定員 :各クラス 15名 (最小開講人数各 7名 )

講師 :史云香先生

日時 :月 3回土曜日、1015～ 12Ю 0

場所 :コ ミュニティセンター治田東

受講料 :3′ 300円 /月 (2019年 7月 時点 )

レベル :中級

ピンイン (中国語の発音表記法 )の無い中国語の文章を読

み、中国語を楽しむ講座です。

1 日時 :毎週第 2・ 4土曜日 1015～ 1145

場所 :コ ミュニティセンター大宝東

(栗剌駅前ウイングプラザ 3階 )

春1夏1秋1冬 2018年 は訪 日外

国人が 3000万人を

突破し、東京オリンピックに向けて更に増えそうです。そんな

訪日外国人と会話ができればと、団臥 主催の英会話講座に通い

はじめました。

講師のデイビッド先生は英語をたくさん話すことが上達の近

道だと、日本語を使わずに楽しく分かりやすい授業をしてくれ

ます。

昨年のりっとう市民秋祭りでは■■ の研修生を迎え日本の遊

びを体験してもらうイベントにボランティアで参加することも

でき、英会話はまだまだですが、ひとつ目標に近づけたような

栗東ライオンズグラブ

2019年 11月 10日 (日 )に、滋賀日産リーフの森で実施予定

です。一緒にイベントを盛り上げてくれるスタッフ大募集 ‖

お手伝いしてくださる方は、RIFA事務局までご連絡ください。プすい… V`CCυ力はヽNttili=_拶
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【会員特典】

○当協会イベントや講座参加費の害」引

〇会報「Koryu」 やイベント案内のお届け

【年会費】

個人 2′000円 家族 3′000円 法人 10′000円

【有効期限】入会日～2020年 3月 31日 まで

【納入方法】事務局窓口にて現金払い、もしくは

金融機関振込 (当協会指定振込用紙)

国際交流やイベントに参加してみたいと思われている方、

まずはRIFA事務局までお気軽にお問い合わせください。

丁EL:0775510293(月 ～金 9ЮO～ 17:00)

FAX:077-551-0432 メール :ma10nfajp

ホームページ :http:〃 nfajp

Farb00k:http:〃 www.facebook.com/RIFA.RIto

膵栗罵鮭Q風養鮮式会社
〒5203036滋 賀県栗東市十里244番 地
TEL 077-552-171l FAX 077-553-4710

t,RL http://www ritto co jp E― mail inお @,tto co jp

ISO(環 境・品質)認証取得

2019年 8月 19日 (月 )18時 30分より、栗東市の姉妹

都市であるバーミングハム市から 2名の使節団員をお迎

えして、森遊館にて歓迎会を実施予定です。是非ご参加

ください。

躙 黒田住建

丁520-3005

滋賀県栗東市

御園 2027-2

te1 077-558-0037

fax 077558-0080

気がしました。


