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し.雑業鱗繰謀.?.#.qn5.#.9.9g..'･'1 1月8日(木)阿児アリーナ408名参加

今年も開催することができましたダンスフェスティバル○ フラメンコの曲から始まり､第一部.第二部と総数16演 劔劔�58ｮﾂ�k2�����音臆総 劔音音喜喜音音 
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ンレフさんで､舞口の構成から我々と 夕ツフとの調整などにご尽力いただき た○出演者のみなさん､関係スタッフ 志摩スペイン村のご協力に感謝いたし の熱気が感じられるこの舞台は毎回好 劔�,ﾉ�Y�8+��tﾈ.�>�*B�,ﾈ-ﾘ,�*ｲ�-ﾈ+x�ｹ�ﾒ�Uﾘ,X+x�ｲ�唸�-��(5��+(+H*(-ﾈ+R�i幸一/ ��｢十一~† 痴IEI..i_ ����剪�∴,㍉千一 剪�
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i..a.5.9梨藍譜S...i.5顎顎蝶#..'･' 12月22日(土)阿児アリーナI l8名参加

ia �� 剪� 

i-i)ii 啌�ﾔ�� � 白粐ﾆ��� ��

∴ �8ｨ�ｲ�呈陳�∴: ����i: �� �� 

iiiii躍 �/霊草_.i -∴ 剪� 

摺:I--Zt ����務;rI: 

･iY ����������� �#������2� 凵s獄Yi ��

I:-,I:三宝.== 啌ﾕ��%��ｦ梯ｩ���∴｢ ∴∴ �� ���｢�� 

)∴ � �S咾��ﾂ�爾��r�

｢映像と音楽で出会う子供たちの美しい笑顔､そこには感動という言葉で

は伝えきれない真実があります｡｣と

メッセージを伝える案内役は､山形県

で精神科医をしている桑山紀彦氏です｡

彼は53カ国を歩き国際医療救助活動に

参加され､世界で起きている様々な出

来事を音楽と映像で伝えているのが

｢地球のステージ｣です｡

志摩市国際交流協会では2回目のス

チ-ジとなりますが､より多くの皆さんに見て聞いて感じていただきたく今

回の開催となりました｡

衛蹴苑鵡甥蔵連番謹悲観常襲萄(五十音順)
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磯部建設工業㈱　㈱賢　島　宝　生　苑　片　田　定　置㈱　華　洋　開　発㈱ (i籾カ　　ワ　　イ

㈲観光旅館福寿荘近鉄マリンレジャー㈱志摩スペイン村㈱コスモス･ツアーシステム　㈲サ　ン　コ　ウ　志摩ガス協業組合

志摩環境事業協業組合　㈱志摩観光ホテル　志摩市商工会　㈱志　摩　商　会　㈲志摩フードサービス

志摩ホンダ販売㈱　志摩ローダ｣-クラブ　㈱セ　　レ　　モ　大和リゾート㈱伊勢鵜ロイヤル桐レ　㈲谷　　　　　惣

㈱中京銀行片田支店　中條眼科志摩分院　南　部　急　送㈲㈱二　宮　パ　ー　ル㈱百五銀行鵜方支店

㈲豊　　和　　会　前橋設備工業㈱　㈱山　　下　　組　㈱山　本　建　材　㈲山　彦　鰹　節
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講師に三重県英語補助教員アンドリュー　ジェイムス

オールレッドさんと奥様をお招きし､母国の家庭料理を紹

介していただきました｡ ｢オールレッド家のアメリカン･

サンデー･ディナー｣と題して､お米を使った主食｢ハワ

イアン･ヘイスタック｣ ･ポテトサラダ･デザート｢ミラ

クルゼリー｣を参加者のみなさんと調理し､試食タイムは

会員相互の親睦を図る良い機会となりました｡

レシピ ��

HawaiianHaystacks(ハー7イT',.ヘ17'1..''7) 

*Haystack(へイスタック):｢干し草の大きな山｣という意味 

囲嗣田(10人分)
鶏　肉: 1羽分　　　　　　　　バジル--みじん切り小匙1

(または鶏胸肉10人分)　　　　　　(乾燥でもO K)

セロリ-･　　　　-2本　　　塩-･　　　　･-少々

人　参-　　　　　-･3本　　胡　槻･-　　　　　-･少々

玉ねぎ･i･　　　　･ 1個　　　水--材料が鍋の中でヒタ

パセリ--みじん切り大匙1　　　　　　ヒタにつかる程度

1月20日(日)阿児アリーナ　27名参加

電固囲
①大きな鍋で材料全てを1時間ほど煮ます｡

②鶏肉を取り出し､必要な場合は骨をとり､一口

サイズiこ切ります｡

③鍋に残ったスープは工程Bのソースに使います｡

囲細田(10人分)　　　四囲
スープ:工程Aで残ったスープ　　　①小麦粉と冷水を混ぜ､ペースト状iこします｡

(野菜は取り除きます) .lh　②鍋の中のスープに､ ①を少しずつよくかき混ぜながら入れて

小麦粉･-　　　1/3カップ;　いきます｡

冷　水-･　　　　-適宜　　　③弱火でスープがソース測こなるまでかき混ぜます｡

塩-　　　-お好みで! ④味をみて､塩･胡椒などでお好みの味に調整します｡

胡　椒-･　･-お好みで　漂　⑤工程Aで切った鶏肉を鍋のソースに戻して出来上がりです｡

固漢田(5人分)
トマト････　････大2-3個　　アーモンドスライ1･･･ 1カップ程度

グノーンペッパー･- ･1 -2個　　細切りチーズ･･-1かリブ程度

(パブノカでも代用O K)　　　　(モゾリアレラ1000/olま避けます)

セロリ-i･　　　-2-3本　　ご　飯-･　　･-3-4合

パイナップル･- ･-缶詰1缶　　(少し硬めに炊きます｡ジャス

ココナヅソ- ･1カップ程度　　　ミン米やタイ米がお勧めです)
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圃!囲
①材料をそれぞれ一口大など食べやすい大き

さに切って､分iナて器iこ入れてあきます｡

②お皿にご飯を盛り､工程Bでつくった鶏肉

入りのソースをか(ナます｡

③お好みで①をトッピングして出来上がりで

す♪
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: 0お名前は?　　　　　　　　e志摩市の好きなところは?

: eいつから志摩市に?　　　　eご出身地は?

e志摩市Iこ決めた理由は?　　eご出身地のP R

0フレッキー　FLEKY

e1994年､志摩スペイン村オープ

ンの年です｡

e志摩スペイン村ミュージシャンと

して来日｡現在はフラメンコ舞台

監督｡

①スペインの実家がある村と似てい

ます｡志摩の人達のフレンドリーな人柄も良く似て

いて大好きです｡

eスペイン南部､アンダ)レシア地方のセピージヤ出身

です｡

〇七ピージヤは､皆さんが軌､描くスペインのイメー

ジ(青い空･白い壁･オレンジ色の太陽)に一番近

い場所だと思います｡特にセピージヤはスペインの

中でも陽気で楽しい町です｡志摩市と同様､一年を

通してとても過ごしやすいところです｡また､フラ

メンコの本場としても有名なところです｡私も当た

り前のように小さい頃から耳にしていました｡

4月にあるセピージヤで有名な春祭り(フェリア

デセピージヤ)には､実際に行って本場の祭りを体

感して頂きたいものですね｡

e特に好きなのが鍋!冬には､週1回のペースでしま

す｡ちゃんと最後の雑炊までいただきます｡

e得意な事は料理とフラメンコです｡友人達を招いて

ホームパーティをする事が大好きです｡

趣味はサッカーです｡友人達とフットサルを楽し

んでいます｡フラメンコ･サッカーの話になると､

寝る間を惜しんで語ってしまいます｡

e夫婦で色んな所に旅行しています!

o日本食で妬きなものは?

e得意なこと､趣味は?

e20年後の貴方はどうしてると思いますか?

露e
e

0 Andy Ghani

e2001年

ee志摩市の環境の素晴らしいとこ

ろです｡

私たちは現在､賢島の保養地に

住んでいます｡国立公園なので､

緑が多く､ご近所との距離感など､

海外に似たところもあり､すごく気に入っています

都会の暮らしは交通渋滞や満員電車などストレスが

ありますが､ここでの暮らしは､とても便利でi央適

です｡

eマレーシアのクアラ)レンプールです｡

大学時代はイギリスのブラッドフォードで過ごしま

した｡

eマレーシアは大自然と大都会を併せ持つ多民族国家

です｡クアラルンプールは想像以上に大都会です｡

特に近年は､アジアにおけるIT先進国となるべく

ITインフラ整備が高く評価されています｡アメリ

カのデルコンピュータのアジアにおける生産拠点と

しての位置を確保したほか､地元の関連産業が次々

誕生するなど経済がどんどん豊かになっています｡

また銀行の利率も日本とは比べ物にならないぐらい

高いです｡

0シーフードが好きです｡

eスクーバ･ダイビング

e私の家族は､日本･マレーシア･シンガポー)レ･イ

ギリス･スペイン･ドバイ･ブルネイにいますので

それぞれの国を行き来していると思います｡
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ある小学校が夏休みにアルミ缶を1,200キロ集めて､車椅子を町の老人施設などに寄贈する計画 

を立てた○いろいろ難問にぶつかりながらも目標達成した子供たちの感想は､｢小さいものでも積 �69(i�騫ﾒ�

み重ねると大きなものIこなること｣｢責任をもって生きていかなくてはいけないこと｣｢人と人は ���ｨﾔx�"��(ﾞほ�B�駟k�ｼr�

絆で結ばれていること｣... 

自分たちで課題を見つけ＼そして解決することの大事さを学んだことを大人Iこなつても忘れて欲 

しくないものです○ 

ひとこと素直な心の子供達他人事のように話.隠す官僚達(山崎) 

志摩市国際交流協会事務局志摩市役所企画政策課　語44 - 0207　　http://www･shima-kokusa上COm


