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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～

木津北地区保全推進室（都市計画課内）　☎75-1222

木津北地区内の通路整備作業をおこないました
　10月15日、木津北地区内の通路整備作業を活動団体
と共におこないました。
　現在、荒廃している里道等を復旧することで、一般の
方が散策できるような通路を整備しています。
　この日は、第1回目の作業日で、木津北地区の活動団体
7団体から計29人の参加があり、草刈りや竹の伐採、ま
た凸凹した通路などに砕石を敷く作業をおこないまし
た。
　当日の活動は、活動団体のフィールド付近であるB
ルートの始点（西側）周辺だけの作業の予定でしたが、皆
さんの頑張りでBルートは、約3分の1まで、Aルートにつ
いては、最終地点までの草刈りが完了し、十分散策でき
るようなコースになりました。
　今後は、定期的に作業をおこない、Ｂ・Ｃルートの開通を目指します。

「セキスイハイムの森」の活動地表示看板が完成しました
　木津北地区は、積水化学グループのCSR活動で、「セキスイハイ
ムの森・木津川」として、年に数回、グループ社員の方による、森林
保全活動をおこなわれています。
　この度、活動地の表示看板が完成し、2か所（府道沿い、活動団体
活動地付近）に設置しました。
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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　コンスタス・デイビッド
23歳　アメリカ（オハイオ州）出身
言語：英語、日本語、ドイツ語
趣味：読書、テレビゲーム、映画鑑賞、
　　　朱印集め

第2代国際交流員コラム
第2代国際交流員コラム

　今回は、インタービューシリーズの締めくくりとし
て、去年来日した、木津中学校と木津第二中学校の英
語指導助手のコンスタス・デイビット（Dav id 
Constas）先生にインタービューをしました。　　
B： 自己紹介をお願いします。
D：コンスタス・デイビットと申します。オハイオ州に
あるキャンフィールドという小さいまちから来ました。
綺麗な公園がたくさんあるまちです。趣味はテレビゲー
ムとお寺の朱印集めです。よろしくお願いします。
B：今回日本に来て、一年以上経ちましたね。日本の
生活を一言で表現してください。
D：「learning(ラーニング、学習)」ですかね。毎日
勉強になることがあります。海外で生活すると習うこ
とがいっぱいあります。
B：日本で生活する中で、アメリカの恋しいものはあ
りますか？
D：安いピザですね。日本のピザはアメリカより二、
三倍ぐらい高価なので、アメリカの安いピザが恋しい
です。あとはおばあちゃんの手作りクッキーです。お
ばあちゃんは、今でもたまにチョコチップクッキーと
ギリシャ風クッキー（※）を送ってくれます。それを
食べたら、おばあちゃんに会いたくなってちょっと涙
が出ますね。
B：今月はクリスマスがありますね。何をお願いしま
すか？
D：クリスマスに帰省するので、家族や多くの友達に
会いたいです。
B：今までにもらったクリスマスプレゼントの中で、
一番好きなものは何ですか？
D：おばあちゃんからのプレゼントです。毎年おばあ
ちゃんから50ドルと手紙をもらっています。いつも
手紙には、いかに僕たち孫のことを誇りに思っている
か書かれていて、すごく感動しています。
B:素敵ですね。みんなにこの質問をしていますけど、
一番好きな英語は何ですか？
D：「Sesquipedalian」（セスクィピデーリアン、長～
い言葉）が好きです。それ自体が長い言葉なのに、「言
葉が長～い」という意味なので、面白いと思います。
B：最後に木津川市の皆さんに一言お願いします。
D:皆さん、メリークリスマス！そして、素敵な年末を
お過ごしください。そして、フライドチキンのカロ
リーにもご注意ください、、、
B：僕、クリスマスはゆっクリスマス～（ゆっくりすます）　　
（※）ギリシャ風クッキー：まわりに粉砂糖をまぶしたクッキー

　To finish off my interview series, I interviewed 
the ALT of Kizu and KizuDaini Junior High School, 
David Constas for this month’s column.　　
Brian (B): Hi, David. Tell us about yourself.
David (D): I am from a small town called Canfield 
in Ohio with many pretty parks. I like video games 
and collecting seals from different temples.

B：It’s been more than a year you’ve been in 
Japan. How would you describe your time here 
in one word? And why is that? 
D：Learning. I feel like I learn every day even with 
just my daily routine. I guess that’s what happens 
when you live abroad.

B：Speaking of living abroad, is there anything 
you miss in the US?
D：Cheap pizza because it’s double or triple the 
price here in Japan. Also, I miss the cookies from 
my grandma. She sends me chocolate chip and 
some sort of Greek cookies and I get a little misty 
when I eat them.

B：Since it’s the month of Christmas, what’s 
your Christmas wish?
D：When I go home for Christmas, I hope to see 
everybody. I don’t want to miss anyone. 

B：And what is the best gift you have received 
in the past? 
D：Every year we receive 50 dollars and a beauti-
ful letter from my grandma,about how proud she is 
of us. That is my favorite and the best present.

B：That is wonderful. I ask everyone this ques-
tion, but what’s your favorite English word?
D：Sesquipedalian. It means“a really long word”. 
It’s a long word meaning“a long word.”And I really 
like that.
B: Anything you would like to say to everybody 
in Kizugawa City?
D：Merry Christmas everyone! And have a great 
end of the year. Watch out for those calories in 
the fried chicken!

B: Well, I guess you won’t be having any fried 
chicken for Christmas in the US. I wish you an 
EGGsellent Christmas!

砕石敷き詰め作業 谷の整備作業下草刈り作業

木津北地区通路整備ルート予定図

①英語指導助手のコンスタス・デイビットさんが英語の「sesguipedalian」
が好きな理由は？

②グラフィックデザイナー上西由香さんが「木津川アート2014」でデザイン
したものは？

10月号の答え合わせ
　　43組

今月号は年末年始の
情報が満載！
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