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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

プロフィール　JUAN CARLOS LOZANO (ロザノ・ホアンカルロス)
21歳　アメリカ（ラスベガス）出身
言語：英語、スペイン語、日本語
趣味：中国武術、テレビ番組、アニメ、バイオリン

第2代国際交流員コラム
第2代国際交流員コラム

10月5日（日）　午後1時～4時30分（開場　午後0時45分）
中央交流会館「いずみホール」
鹿背山城と二つの寺「興福寺」・「鹿山寺」を考える
(1)報告：「平成25年度 鹿背山城跡発掘調査の成果」　報告者：大坪 州一郎（文化財保護室）
(2)演題：「城主興福寺の組織と木津氏」　講師：岩井 照芳　氏（木津の文化財と緑を守る会会長）
(3)演題：「鹿山寺をたずねて」　講師：田辺 英夫　氏（西念寺住職）
500円（資料代）
180人（先着順）
木津の文化財と緑を守る会ホームページの「おたよりコーナー」へ。　URL：http://kizu1978.info/
木津の文化財と緑を守る会
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木津北地区活動団体紹介（木津川市こどもエコクラブ）

木津北地区保全推進室（都市計画課内）　☎75-1222

木津北地区関係イベント情報

　今回は、この夏に来日した木津南中学校の英語指導助
手のロザノ・ホアンカルロス（Juan Carlos Lozano）
先生にインタービューをしました。

ブライアン（B）：木津川市へようこそ！自己紹介を
お願いします。
ホアンカルロス（JC）：私は、アメリカから来たロ
ザノ・ホアンカルロスです。JCと呼んでください。
ラスベガス出身ですが、ホテル住まいではなく、ごく
普通の家で生まれ育ちました。大学では、生物学を勉
強し、将来は医者になりたいです。
B：日本に来たのは初めてではないと聞いています
が、今回、木津川市に来てどんな印象を受けました
か？ビックリしたことはありますか？
JC：コミュニティ性がとても高くて、都市と自然の
バランスがとれた、いいまちだと思いました。皆さ
ん、ビックリするほど優しいです。そして、細かいこ
とですが、レジ袋を有料にしている店があることにも
驚きました。いつも節約して、無料のダンボールで
（買ったものを）運ぶから、家にダンボールがいっぱ
いです。
B：一番好きな日本語の言葉は何ですか？
JC：「肉」！「肉」の前に「焼」がついていたら最
高です。そして、「あらら」という言葉も好きです。
語感が面白くて聞くのが楽しいからです。
B：なるほど。では、子どもに一番知ってほしい外国
語は？
JC：スペイン語の「familia」が好きです。意味は英
語の「family」(家族)と同じですが、「familia」と聞
いたら、家族の暖かさを感じ、メキシコにある両親が
住んでいた村を思い出します。
B：外国語を勉強する時のコツはありますか？
JC：出来るだけその言語を話すことです。また、ネ
イティブの人とたくさん話せば、文法や文化的な表現
まで自然と身につきます。
B：今月は体育の日がありますが、好きなスポーツは
何ですか。
JC：中国武術とサッカーです。開脚を練習中です。
B：最後に、木津川市の皆さんに一言お願いします。
JC：小中学校で、頑張って楽しい英語の授業をした
いです。まちで僕を見かけたら、気軽に声をかけてく
ださい。これから、どうぞよろしくお願いします。

こどもエコクラブをご存知ですか
　こどもエコクラブは、環境省の呼びかけによって始まった、地域で楽し
みながら環境についての学習や活動をするグループで、幼児（3歳）から高
校生までなら誰でも参加できます。
　現在、木津川市こどもエコクラブでは、環境問題に関心のある幼稚園児
から中学生までの187人が登録し、学研木津北地区での里山活動や生き物
調査など、四季を通じ、さまざまな活動をしています。

夏の自然観察会（7月27日）
　夏の自然観察会には、こども、保護者、サポーターの33人が参加しました。
　はじめに、集合場所の鹿背山分校から活動場所までの道中におこなった
トンボ探しでは、オオシオカラトンボ、ハラビロトンボ、セスジイトトンボ
など、多くのトンボを発見することができました。
　昼食は、鹿背山地域にある「トントロリ農園」の無農薬野菜を使って、ピ
ザとスープを作りました。スープ作りでは、エコクラブ特性ロケットス
トーブが活躍し、子どもたちは薪集めや火おこしを手伝いました。農園の方から野菜の育て方などの話を伺
いながら、みんなで食べる昼食は、いつも以上に美味しいものとなりました。
　午後には、鹿背山元気プロジェクトが、来年3月に計画している芸術祭の作品の絵を描き、その後、恒例の
セミの抜け殻探しは雨が降ってできませんでしたが、林の中を飛ぶヒカゲチョウやクロアゲハを見ること
ができ、子どもたちは、とても喜んでいました。
　鹿背山の豊かな自然を満喫できた一日となりました。

　今年2月の発掘調査で、13世紀（鎌倉時代）前半の瓦器椀等が出土し、推定する築城の時期が通説より一
挙に約250年もさかのぼりました。そのため、当初は城ではなく、寺であった説が出てきたことから、今回、
地域史の観点から「城主興福寺」と「鹿山寺」をテーマに報告および講演をおこないます。

こどもエコクラブに興味のある方は、次へ問い合わせください。
木津川市こどもエコクラブ（事務局：リサイクル研修ステーション）　 ☎75-2140
URL http://kizu-jec.jp/index.html

「第3回鹿背山城なんでも知ろう連続講座」講演会

　For this month’s column, I interviewed the new 
ALT of Kizu Minami Junior High School, Juan 
Carlos Lozano.

Brian：Welcome to Kizugawa City! For starters, 
tell us about yourself.
Juan Carlos：I am from the US, born in Las Vegas, 
not in a hotel though. I studied biology in college, 
and I want to be a family doctor in the future.
B：It’s not your first time in Japan. What is 
your first impression of Kizugawa City? What 
surprised you the most since you came to Kizu-
gawa City? 
JC：There is a strong sense of community and it 
has a good balance of city and nature. The people 
around me are very nice. I have to say that I was 
surprised that some stores don’t give out plastic 
bags for free. I’ve been bringing groceries home with 
cardboard boxes, so I have a lot of them at home.
B：And what is your favorite Japanese word? 
JC：肉 (　　 , lit. meat), and if there is 焼 (　　 , lit. 
grill) in front of it, even better. And I also like あら
ら (　　　). The sound of it is very pleasant.
B：I see. And how about English? Any words 
that you want to teach the kids?
JC： It’s not an English word but I like “familia” in 
Spanish a lot. It means “family,” but to me it has a 
warm feeling to it. It reminds me of my parents’ 
village in Mexico.
B：What is your tip on studying a foreign 
language?
JC：Speak as much as you can with a native 
speaker. You can pick up grammar and colloquial 
expressions naturally that way. 
B：Since our theme is Sports Day this month, 
are there any sports you like?
JC：Wushu and soccer. I can’t do splits but I am 
practicing.
B：Anything you would like to say to every-
body in Kizugawa City?
JC： I will try my best to make learning English fun 
and interesting. Please say hi to me if you see me 
around.
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