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■時平成30年1月7日（日）　午後2時～
■所府立けいはんなホール 
■対  平成9年4月2日～平成10年4月1日に生まれた方

平成29年度　
　成人式のお知らせ

成人式協力者募集中 !
式典司会進行（1～2人）
　式典の司会をします。
記念品受領者（2人）
　新成人を代表し、舞台上で記念
品を受け取ります。

誓いの言葉発表者（1～2人）
　新成人を代表し、成人を迎えたことに対する決意や親への感謝、
その他普段考えていることなどを発表します。
成人式の企画・運営（10人程度）
　成人式の記念品の内容を決めることなどをおこないます。

　友達と一緒に気軽に参加できます。ぜひ、応募してください。
また、周囲に参加したい方がいれば、紹介してください。

※ 市外に転出した方も参加できます。名前、
郵便番号・住所（案内送付先）、電話番号を
社会教育課へ連絡してください。
■他  平成29年11月1日現在で、市内に住民登録
のある方および市外にお住まいで参加を
希望する方に、12月初旬頃に案内を発送
します。

■申・■問社会教育課　☎75‒1233

■時  ５月19日（金）　午後２時～３時
■所  東部交流会館「多目的ホール」
■定  30人 先着

■講ギギ・ギャビン　氏（木津川市CIR）
■申  ・■問５月16日までに、電話で市国際交流協会
事務局（東部交流会館内　☎71‐8130）へ。

　フラダンスの本当の姿を知っていますか？
　ハワイ出身の講師が、日本では知られていないフラの
歴史や現状を、やさしい英語で紹介します。

英語で世界を知ろう

～ハワイアンが語る Ｔｈｅフラ～

　May Day is Lei Day in Hawaii…a phrase you'll most 
likely hear in the last days of April to get people ready 
for the sheer amount of leis they will see on the 1st of 
May. But what is Lei Day? Furthermore, what is a lei?
　To start, lei are garland or wreath made to be worn 
around the neck made of a variety of materials, most 
commonly flowers. 
　In the states, May 1st is recognized as May Day, 
a celebration of spring with song, dance, and food. 
Hawaii recognizes May 1st as Lei Day, an alternative 
to May Day. Lei Day celebrates the lei, an item known 
worldwide as a symbol of Hawaiian Aloha spirit. Lei 
are given out to anyone and everyone on this day to 
honor Hawaiian culture, the tenets of Aloha, and just 
to experience the joy of giving or receiving lei.
　Schools around the state hold Lei Day festivals, 
often having a court of the school kids emulating 
the royals of old Hawaii and a showcase of 
choreographed performances by the students to 
Hawaiian songs. The event is often attended by 
parents of the school children who take tons of 
memorable videos and pictures to show to others later, 
much to the embarrassment of the child.
　As lei and flowers for lei making are hard to come 
by in Japan, try celebrating a day in May by giving a 
small token of appreciation to your loved one, or your 
coworkers, or even a stranger! Impart Aloha onto them 
and perhaps you’ll make their day.

See you next month!

　ハワイでは、4月の後半に「M
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awaii」という合言葉をよく聞きます。なぜかというと、
5月1日に「L

レ イ
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ay」という行事があるからです。では、
Lei Day とは一体何でしょうか。
　まず、Leiについて簡単に説明します。ご存知の方もいらっ
しゃると思いますが、Lei はハワイの特別な首飾りです。普
通は花で作られていますが、葉っぱや羽などで作られたLei
もあります。
　アメリカ本土では、5月1日に歌を歌ったり、踊ったり、食
べ物を食べたりすることで春を祝う「M

メ イ

ay D
デ イ

ay」という行事
がある一方、ハワイでは、May Dayの代わりに、世界中に
アロハ精神の象徴として知られているLeiを祝う「Lei Day」
がおこなわれます。当日は、ハワイの文化、アロハ精神、Lei
をもらう幸せを体験するために、Leiが自由に配られます。
　ハワイ州中の学校が、Lei Dayフェスタを開催するほど
Lei Dayは人気があるお祝いです。フェスタでは、子ども
たちが過去のハワイの宮廷劇を演じたり、ハワイの曲と供
に踊ったり、歌ったりします。もちろん両親も参観して、子
どもがどんなに恥ずかしがっても、親戚や同僚に子どもを
見せるために記念写真や動画を撮ります。
　日本でLei を作るにはかなり手間がかかるので、Lei の代
わりに恋人、同僚、身近な人などに、小さなプレゼントを贈っ
てみましょう。アロハ精神で誰かを喜ばせてみましょう！

また来月！

Profile Gavyn Guigui（ギギ・ギャビン）

出身：ハワイ　年齢：24歳
趣味：料理、まちへ出かけること、カラオケ
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