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トルコ ベトナム

　雰囲気　�トルコは 90％以上がイスラム教徒
なので、クリスマスを祝うことが
メインではなく、より大事なのは
新年。大晦日に家族で集まり、ク
リスマスと新年が混ざっているイ
メージ。

　食べ物　七面鳥がメイン。
　飾　り　�イルミネーションなど街中が新年

に向けて美しく飾られる。
　　　　　（クリスマス後も片づけない）
　宗　教　�90％以上がイスラム教徒のため、

大々的にお祝いはしない。キリス
ト教徒は教会でミサに参加する。

　雰囲気　�北部は涼しいが、南部は真夏のノ
エル（クリスマス）。静かな夜とい
うよりお祭り騒ぎでとにかく騒ぐ
のがベトナム流の楽しみ方。

　食べ物　�ベトナム料理、ケーキ、お菓子が
多く並び、子どもたちは近所でお
菓子をもらう。

　飾　り　�ツリーやイルミネーションが飾ら
れる。

　　　　　お店が力を入れて販売している。
　宗　教　�国民の大多数が仏教徒なので、お祝

いというより若者のお祭りに近い。
　何する　�人それぞれだが、みんな移動がバ

イクなので大混雑。

アダルさん ファンさん

　12月といえば、クリスマスです。日本でも、クリスマスには大切な人と少し豪華な食べ物を食べたり、
プレゼントを交換したりします。
　本市にも多くの外国人の方がいらっしゃいますが、彼らの母国ではどのようなクリスマスを過ごすのか
お話を聞いてきました。

世界の クリスマス
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フィリピン ネパール

　雰囲気　�フィリピンは９月から街中の飾り
つけやクリスマスソングが流れる
など 12月 25日までずっとクリス
マス。（世界で一番長い）また、12
月は、ダンスや歌で盛り上がるク
リスマスパーティーがあちらこち
らで開かれる。

　食べ物　チキン、焼きそば、フルーツ。
　飾　り　�キリストを照らした聖なる光を象

徴する「パロル」という星形の照
明付き灯籠が飾られる。

　宗　教　�アジアで唯一の国教がキリスト教
の国で、信仰に熱心。そのため、
クリスマスは特別に祝う。

　雰囲気　�民族が多様で、10 年ほど前まで、
クリスマスを祝うという文化はあ
まりなかったが、近年イベントを
楽しむものとして広まってきてい
る。元来ネパール人はお祭り好き。

　食べ物　�いつもは、基本的に辛い味付けだ
が、クリスマスは甘い味付けや甘
いものが多い。

　飾　り　�新しい帽子や服を子どもたちに着
せる。

　宗　教　�ヒンドゥー教徒が大半。
　何する　�他の家と食事を持ち寄ってパー

ティーをする。

ジャンレックさん シシルさん ディペンドラさん

　今回、下の写真にあります神村学園専修学校日本語学科の留学生の皆さんにお話を聞きました。
　留学生の皆さんは、猛勉強中の日本語を使って、母国のクリスマスの雰囲気やどんな食べ物を食べるか
を熱心にお話ししてくれました。文化の違いはあれど、クリスマスは各国で特別なもののようです。皆さ
んも良いクリスマスをお過ごしください。

ベトナムでは、クリスマス
に近所を回って、お菓子を
もらいます。

ハロウィンみたいで
おもしろいですね。
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会場玄関では、
素敵な生け花が
出迎えてくれ

ました。

　フラダンス　モアナラニ　ミリミリの岡野舞
道（まい）さん（３才）が出演。お姉さん達に
合わせながら踊る、ひときわ小さな彼女のかわ
いらしい動きに注目が集まっていました。

オープニング　　　「羽島南方神社の太鼓踊」

　11月６日、3年ぶりに市文化祭が華やかに開催されました。作品展示部門が11月１日
～６日にかけて、いちきアクアホールと中央交流センターで、芸能発表部門が11月６日に
市民文化センターで行われ、両部門とも1,000 名を超える来場者がありました。この市文
化祭に向けて出品者や出演者は日々練習して、その成果を十二分に発揮しました。

　緊張した面持ちの子どもたちが、
懸命に表現する姿に、会場からは
大きな拍手が送られました。

伝われ私の思い

開
会
の
あ
い
さ
つ

中
屋
謙
治
市
長

　観客約 150 名が見守る中、スタートしました。
プログラムが進むにつれて観客が増えて最後には
300 名を超える人が鑑賞しました。舞台発表はの
べ約 1,000 名が、展示会場には期間中、1,025 名
の方が訪れました。

熱気に包まれた会場
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創り出そう新たな伝統

　踊りや歌声をそろえることは、とても難しいけれど、うまくできたときは本当にうれしい。

川原純子文化協会副会長
　３年ぶりの開催は、会員も鑑賞した方も、待ち望んでいたとの声
が多く、無事開催できたことに感謝しています。この高揚感を胸に、
次世代に、豊かな文化活動をつなげていけるよう、会員の活動を一
層充実させていきましょう。

市文化協会スタッフ市文化協会スタッフ
次の世代に伝えよう

会場の声や、
出演者の声

声を出して一緒に
歌いたかった。

拍手をもらって
嬉しかったです。

もっと
見たかったわ。

詩吟って生で
初めて聞きました。

楽器が弾けるのは
憧れる。

フラだけでなく
歌声も素敵でした。

久しぶりで心臓
飛び出たわよ。

先生、来年も
出ていいですか ?

日高バレエは
やっぱりすごい。

衣装も素敵だね。
着てみたい。

5



●お知らせ
　令和５年２月 26日（日）に、いちき串
木野市文化協会主催「第 10 回音楽のつど
い」が市民文化センターで開催されます。

「コールあじさい＆日高千代子バレエスタ
ジオ」を始め 11団体が出演予定です。ロ
ビーでは作品展示、駐車場にはキッチン
カーやマルシェコーナーもあります。ぜひ
お越しください。

●会員募集
　市文化協会では、学び合える仲間を増や
したいと思っています。一緒に学びたい方、
また、活動の成果を発表する場が欲しい方
などは、文化協会または社会教育課へお問
い合わせください。
○問合せ　社会教育課　☎ 21-5128

いちきアクアホール
の展示作品

中央交流センター
の展示作品

　アクアホールでは、今年、
文部科学大臣表彰を受けた
照島小読み聞かせグループ

「てるてるくらぶ」が使
う道具が展示され、その大
きさやできばえにみなさん
感心されていました。

●七夕踊で活躍した「作り物」が、期間中、
アクアホールに展示され、その大きさに圧倒
されました。

●市学校給食展
　期間中、アクアホー
ルに、現在の学校給食
の様子が分かるパネル
や、児童生徒の作文な
どが展示されました。
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～ MOMIJI バスの「食」オプションも好評～
～食のおもてなし～

地元物産販売イベント

生福地区まちづくり協議会

～幻想的な世界～夜間ライトアップ

冠嶽神社秋の例大祭（11 月 23 日）

有志による
演奏パフォーマンスも♪

花川砂防公園内では、地域の方による地元物産販売
イベントも行われ、多くの方で賑わいました。

旬の野菜が大人気！生福地区が６次産業化の取組み
で商品化した「黒にんにく」をはじめ、徐福米や、
女性部手作りの「ふくれ菓子」・「芋もち」も大好評！

冠岳地区まちづくり協
議会が、新たな取り組
みとして夜間ライト
アップを行いました。
点灯式では、尺八の披
露もあり、幻想的な世
界に包まれました。

バス利用者を対象に、期間限定で販売された「冠嶽薬
膳弁当」と「秋のクッキー詰合せ」

冠嶽神社の「秋の例大
祭」では、エイサーの
披露がありました。多
くの方が見守る中、元
気な太鼓の音が境内に
響きました。

公園内では、紅葉を
背景に、アマチュア
バンドによる楽器演
奏も披露され、来
訪者を楽しませまし
た。

生活研究グループ連絡協議会

「焼きもち」の香ばしい香りが会場内に広がりました。
お母様方自慢の「ぜんざい」が大人気！１杯 100円
という嬉しいおもてなし♡

冠岳地区まちづくり協議会

採れたて野菜や仙人みそ、仙人米、旬の果実がズラ
リと並びました。ほくほく「焼き芋」の優しい味わ
いに、たくさんの方が笑顔になりました。

紅葉アルバム
2022

期間限定
くるくるMOMIJI バスが運行

　県内有数の紅葉スポットとして知られる冠岳山麓が徐々に
色付く中、11月 19日～ 12月４日の土日祝日の７日間限定
で、JR 串木野駅から冠岳方面への観光シャトルバスが運行
しました。冠岳登山や紅葉散策、温泉入浴など、利用者はそ
れぞれのスタイルで本市の自然や食を楽しみました♪

冠岳山麓に紅葉シーズン到来！

観光ガイド会の皆様も大活躍
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