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「里山の維持再生ゾーン」の実現に向けて
　～市民協働による持続可能なまちづくりのモデルケースとして～マンスＬＥＥ・ＢＲＩＡＮ

リ ー ・ ブ ラ イ ア ン

プロフィール　BRIAN LEE（リー・ブライアン）
24歳　アメリカ（ロサンゼルス）出身
言語：英語、中国語、日本語、台湾（福建）語
趣味：音楽、ホラーゲーム、バレーボール

第2代
国際交流員コラム

第2代
国際交流員コラム

と　き　8月3日（日）
ところ　中央交流会館「いずみホール」
内　容 ・鹿背山城の模型展示および写真説明（午前11時30分～午後1時30分）
　　　 ・講演（午後1時30分～4時30分）
 演題：「松永久秀の政治動向と南山城」
 講師：天野 忠幸　氏（関西大学非常勤講師）
 演題：「鹿背山城は松永久秀の城であるのか」
 講師：森嶋 康雄　氏（山城郷土資料館主査）
参加費　700円（資料代含む）
定　員　先着順180人（事前申込不要）
主　催　木津の文化財と緑を守る会

積水化学グループによるCSR活動が、木津北地区でおこなわれました。
　

第２回 鹿背山城何でも知ろう連続講座

木津北地区保全推進室（都市計画課内）　☎75-1222

■CSR活動とは
　企業の社会的責任として実施される活動で、積水化学グループでは、「事業活動を通じた環境貢献」を基
本的な考え方として、1997年度から環境貢献活動を続けられています。
　「事業活動を通じた環境貢献」は、従来品と比較して環境特性に優れた「環境貢献製品の普及推進」と、
CO2や廃棄物の削減などの「環境負荷削減」を目的としており、従業員参画の基、積水化学グループは、
CSR活動に積極的に取り組んでおられる企業です。
　■「積水化学の森・木津川」保全活動
　5月17日に木津北地区において、積水化学グループのCSR活動が実施されました。
　当日は、17人が参加され、本地区で里山保全活動をされている「鹿背山倶楽部」と「NPO法人 京都発・竹・
流域環境ネット」の指導の基、竹の間伐や苗木（クヌギ）の植樹作業等をおこないました。
　参加者からは、「自然の中で、竹の間伐作業やタケノコ刈りを体験し、里山の大切さを感じることができ
た。小さな活動が、里山の保護に繋がっていければと思う」とコメントをいただきました。
　なお、この積水化学グループの木津北地区においてのCSR活動は、昨年度から取り組まれており、平成30年度まで
年数回継続して実施され、本地区の保全活動に対して国土緑化推進機構を通じて資金提供もしていただいています。

（集合写真） （竹林間伐作業）

木津北地区関係イベント情報

アメリカと台湾の夏事情
　夏が来た！！！！！！！
　7月のアメリカでは、国中でアメリカ国旗を見ること
ができます。なぜなら、7月4日はアメリカの独立記念
日だからです。アメリカでは、この日に家族や友達と一
緒にバーベキューをするのが国民的なイベントとなっ
ています。独立記念日が近づくと、庭など様々な場所
でアメリカの国旗が掲げられます。そして、お祝いに地
域の花火大会が開催され、にぎやかな祝日となりま
す。
　一方、台湾の7月はすごく蒸し暑いです。かき氷を食
べたり、冷たい飲み物を飲んだりして猛暑をしのぎま
す。マンゴー、ライチ、パイナップルなどのトロピカル
フルーツが旬なので、かき氷のトッピングとしてよく使
われます。また、夏のドリンクとしてトウガン茶を飲み
ます。漢字で書くと「冬瓜」で、「冬」という字が入っ
ていますが、旬は夏です。トウガン茶はトウガンと黒糖
で作ることができ、夏の熱い日にぴったりの飲みもの
です。インターネットでレシピを検索してみてください
ね。
  夏は暑くて汗がベトベトしますね。でも、汗だくなの
は、お互いサマー。

美國與台灣的夏天
　炎热的夏天来了！
　在美国，夏天最大的盛事莫过于独立纪念日。每年七
月四日，与亲朋好友烤肉已成为一种习俗。在大街小巷
都可以看到美国国旗。在各个区域也有庆祝的烟火会。
　在台湾，夏天闷热潮湿。人们吃刨冰喝清凉饮料消
暑。刨冰配上芒果、荔枝、凤梨等当季的热带水果，十
分受欢迎。另外冬瓜茶是个夏天解热的饮品。冬瓜虽然
称为冬瓜，实际上在夏天成熟。用冬瓜跟黑糖就可以做
简单的冬瓜茶。冰凉的冬瓜茶最适合夏天喝的饮料。您
也不彷做做看！
　夏天要记得随时补充水分，以防中暑。到了夏天，男
子　都满是男子　！

Summer in the US and Taiwan
  Brace yourselves for the heat, the hot summer 
days are here!!!
　In the US, the biggest thing in July is probably 
Independence Day. On the Fourth of July, it is a 
custom to have a barbecue with friends and family. 
You can see many flags in places like the front 
yards. Also, there are local fireworks  for celebra-
tion.
　In Taiwan, it is very hot and humid in the summer. 
Many have shaved ice or chilled drinks to fend off 
the heat. With many tropical fruits in season, 
mango, lychee, pineapple are among the popular 
toppings for shaved ice. Also, winter melon tea is a 
popular drink in Taiwan. Funny thing is that, 
despite its name, winter melon ripens in summer in 
Taiwan. Winter melon tea is made with winter 
melon and black sugar, and served chilled. It is the 
perfect drink to enjoy on a hot summer day. You 
should look up the recipe online!
　WATER you doing this summer? Remember keep 
cool and stay hydrated!

木津川市夏祭り（打上げ花火）

アメリカらしさと台湾らしさとは？　～あいさつ、生活習慣など～
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問合せ

７月24日（木）　午後2時～3時30分
市役所4階「4－4会議室」
市内にお住まいまたは通勤・通学している方
※イベントは主に日本語でおこないます。
20人（応募多数の場合抽選）
７月17日までに、E-mail又はFaxに、①参加者
氏名②住所③電話番号④年齢⑤性別を記入し
て、次へ。
学研企画課　☎75-1201
Email:kikaku@city.kizugawa.lg.jp
Fax: 75-2701

国際交流・異文化講座

第2回まったLEE・BRIANまったLEE・BRIANまったLEE・BRIANまったLEE・BRIAN 無料

汉 汗 講師：天野 忠幸 氏 講師：森嶋　康雄 氏
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