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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

2月14日（土）・15日（日）

　鹿背山地域にある学研木津北地区で、里地里山の保全活動をされている団体の見学会・体験会をおこな
います。
　市内にお住まいの方でも、「鹿背山ってどこ？」という方がおられると思います。散策道もありますの
で、この機会に、ご家族、お友達、ご近所の方と一緒に、一度現地で「鹿背山」を体験してみませんか。
　なお、開催場所は、直接、各活動団体の活動地へ行っていただくか、旧鹿背山分校に案内所を設けますの
で、分からない場合はお越しください。

　里山×アート×音楽×食がコラボした「鹿背山
元気芸術祭」を3月21日、22日に鹿背山元気プロ
ジェクトベースキャンプでおこないます。
　そのプレイベントとして、ワークショップを開
催しますので、小さなお子さんから大人の方まで
わくわくする内容で皆さんの参加をお待ちしてい
ます。

活動地看板除幕式

竹林整備作業

「第3回 SATOYAMA市民フォーラム・現地体験」開催！

と き
ところ
駐車場

2月14日（土）・15日（日）　午前10時～午後3時
各活動団体の活動地
旧鹿背山分校（鹿背山鹿曲田77）、北谷活動地（鹿背山中切8）、鹿背山グラウンド（鹿背山柳谷9-12）

ワークショップ「里山の不思議でアートしよう」 第7回『鹿背山城何でも知ろう連続講座』

と き
ところ

内　容

定　員
参加費
申　込

問合・主催

その他

2月22日（日）　午前10時～
①東部交流会館、②鹿背山城、
③鹿背山会館
①講演会「鹿背山城の築城目的は何か」

（午前10時15分～11時30分）
　講師：木津の文化財と緑を守る会　岩井 照芳 氏
②城見学会（午後1時～3時）
③意見交換会（午後3時～3時30分）
30人
500円
2月10日までに、ホームページ又はFaxで
次へ。
木津の文化財と緑を守る会
URL: http://kizu1978.info/
Fax72-0014
ハイキングができる服装で、軍手帽子、弁
当水筒、筆記用具を持参ください。

鹿背山城講演・見学会

と き
ところ
内　容

参加費
申　込

問合せ

その他

2月15日（日）
あいはうす鹿背山（鹿背山当田68）　

「森に言葉を飛ばそう」（午前10時～正
午）、「森の妖精をつくろう」（午前10時～
正午）、「陶のオカリナをつくろう」（午後1
時～3時）
各プログラム800円
詳しくは、http://kizugawa-net.com/ 
satoyama をご覧ください。
※市役所などにチラシがあります。
鹿背山元気プロジェクト
E-mail：info@kizugawa.net
Fax73-0286
作った作品は、「鹿背山元気芸術祭」で展
示します。

外国語の趣
　日本に来てから、よく友達に「○○は英語で何と
言うの？」と聞かれます。
　でも日本語には、一言では英語に訳せないような
言葉がたくさんありますので、説明をしている私
も、その長々しい説明を聞いている友達も、困って
しまうことがよくあります。
　例えば、日本語では「よろしくお願いします」と
よく言いますが、英語では「thank you in advance」
や「nice to meet you」などと言いかえることがあ
り、シチュエーションに応じて表現を選ばないと、
不自然に聞こえることがあります。
　一方、英語にも日本語に訳しにくい表現がありま
す。例えば、家族や友達を誉める時に良く使う
「I’m so proud of you」は、直訳すると「あなた
のことを誇りに思っています」となり、ドラマのセ
リフっぽくて使いづらいですよね。かといって、こ
れを「よくできました」と訳しては、「I’m so proud 
of you」に比べて感情がこもっていない気がします。
　各言語には、一言では説明できない、独特な言葉
と表現があります。こういった言葉や表現から、そ
の国や地域の文化や価値観を理解することができる
と思います。これも外国語を勉強する楽しさの一つ
ではないでしょうか。

外语的乐趣
　来日本后常有朋友问我英文问题。日文有许多字不
能用一个字以偏概全直接翻译。需要长篇大论的解释
让我和朋友都很头疼。日文常讲的“よろしくおねがい
します”（请多指教），翻译成英文可能是“thank you 
in advance”或“nice to meet you”甚至其他片语，
须依情况用不同的字句，不然会文不对题。
　另一方面，英文鼓励朋友或孩子时常说的 “I’m so 
proud of you”不论是翻译成日文（ほこりにおもっ
ています）或中文（我以你为荣）听都像是连续剧的台
词。比较贴近日常生活的说法是“よくできました”
（干得好），但比起英文感觉少了点个人情感。
　每个语言都有特别的字句与表现方法。从中我们可
以窥见那个国家或地区的文化和价值观。这也是学习
外语的乐趣之一，不是吗？

The Fun with Foreign Languages
　Many of my Japanese friends ask me how to 
say certain words in English. Many Japanese 
words and expressions don’t have a one-
answer-fits-all in English. And that gives both 
me and my friends a big headache. One phrase 
that all Japanese beginners learn is “yoroshiku 
oneigaishimasu(よろしくおねがいします).”In 
English, it can be“nice to meet you,”“thank you 
in advance for your help,”or even other phrases 
depending on the context.
　On the other hand, there are English words 
and phrases that are difficult to convey in Japa-
nese as well. For example, “I’m so proud of 
you”in Japanese sounds like a line out of a 
drama (ほこりにおもっています), and the more 
culturally natural translation（よくできました）
just doesn’t sound as passionate or personal to 
me.
　Each language has its unique phrases and its 
ways of expression. From these words and 
expression, we can take a peek of the culture 
and values of the country or region. And that 
makes learning a foreign language fun, doesn’t 
it?

異文化・国際交流への入門
～トークのコツ～

　木津川市AETのデイビットと一緒に、英語やユーモアを交え
ながら、外国人と話すときのコツや注意点などを紹介します。
と き
ところ
対　象

定　員
申　込

問合せ

1月29日（木）　午後2時～3時30分
市役所4階「会議室4－1」
市内にお住まい又は通学している方
※講座は主に日本語でおこないます。
20人（応募多数の場合抽選）
1月16日までに、参加者氏名、住所・郵便番号、電話
番号、年齢、性別を記入してE-mail又はFaxで次へ。
学研企画課　☎75-1201　Fax75-2701
Email：kikaku@city.kizugawa.lg.jp

国際交流・異文化講座

第5回まったLEE・BRIANまったLEE・BRIANまったLEE・BRIANまったLEE・BRIAN 無料

　スポーツの場で、ミスをしたチームメー
トに「ドンマイ」とよく言いますよね。すご
く言いやすくて便利な言葉だと思いますが、英語で「don’t 
mind」は「気にしないで」ではなく、「疑問を感じない」や
「何も気にしない」などの意味となります。例えば、「That 
place is far. Do you want to go still? (あの場所はここから遠
いけど、それでも行きたい？)」に対して、「I don’t mind（い
いよ）」と答えることができます。英語で「気にしないで」と
言いたい場合は「don’t worry about it」と言ってみましょ
う。更にカジュアルに言うなら、「don’t sweat it」と言え
ば、すごくネイティブに聞こえます。使ってみてくださいね。

「ドンマイ」第3回

ブライアンのランゲージ・コーナー

○詳細は、市ホームページ　鹿背山のさとやまのページ　　検索
　又は公共施設などに設置しているチラシでご確認ください。　

団体名 開催日 内容 雨天時
鹿背山倶楽部

14日(土)

竹の間伐活動 中止
NPO法人京都発・竹・流域環境ネット 竹林整備と竹炭作り 中止
鹿背山の自然と文化を楽しむ会 柿の剪定、シイタケホダギ作り 中止

木津の文化財と緑を守る会
鹿背山城の整備（見学不可）
※22日に鹿背山城見学会を開催します。
　詳細は下段に掲載

ー

鹿背山の柿を育てるネットワーク

15日(日)

山小屋にて四季の柿園作業の紹介（VTR、
パネル展示） 中止

鹿背山元気プロジェクト ワークショップ「里山の不思議でアートし
よう」の見学or参加　※詳細は下段に掲載 開催

こどもエコクラブサポーターの会 （元気プロジェクトのイベントに参加） ー

ネイチャーファミリーかせ山 14日(土)
15日(日) TERAcafe 、森であそぼうクラフト作り 開催

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
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