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今月の英語フレーズ
オクトーバー イズ ザ シーゼン フォア カッシ パーシモン

October is the season for Kasshi Persimmon
10月は甲子柿の季節です。

釜石市CIRニュースレター

CIRって？
Coordinator for International 

Relations (国際交流員）は
JETプログラムで主に地方公共
団体の国際交流担当部局等に
配属され、国際交流活動に従

事します
http://jetprogramme.org/ja/

positions/

CIRニュースレターへようこそ！これから、私たち釜石市CIR（国際交流員）のエミリーとアシュリンの活
動、釜石生活で気付いたこと、皆様が使える英語フレーズ、海外の文化紹介など、毎月このニュースレ
ターで皆様とシェアしていきたいと思います。ご興味のある方、ぜひご覧ください 

10月は、アシュリンの出身国のアイルランドを中心にしたイベントが二つありました！14日に国際交流
協会のご協力を頂きながら、釜石鵜住居復興スタジアムで「ゲーリックゲームズ」を開催し、アイルランド
の伝統的なスポーツを市民のみなさんに体験していただきました。ラグビーとサッカーとハンドボールを混ぜ
たような「ゲーリック・フットボール」で、ジャパンGAA（ゲーリック・フットボール・クラブ）の指導をもらい、ト
レーニングと試合に挑戦してみました。参加してくださった皆様、

楽しい一日をありがとうございました！
26日には、アイルランド出身の世界的ファッションデザイナー
のポール・コステロさんが釜石にお越しになり、市民ホール
TETTOで新作コレクションのファッションショーを行いました。
市民の女性もモデルデビューをし、とても素敵なファッション
ショーになりました。11月も何があるのか、楽しみです！

毎年１０月に、釜石祭りが行われます。釜石の伝統と郷土芸能をたくさん味わえる祭りで、曳舟祭り
と行列を楽しみました。私たちの国々には、このような祭りがありませんので、釜石出身の友達に色々
教えていただきながら、この祭りで釜石の文化をもっと知ることができました。夜にも、街で踊っている虎
舞団体の笛と太鼓の音が私のアパートにも聞こえてきて嬉しかったです。全部わからなくても祭りの賑
わいと日本の伝統に取り囲まれて、外国人にとってはとてもいい経験になります！来年のワールドカップ
に来る方々も見る機会があるといいですね!

The Kamaishi Festival is held in mid-October. This festival offers a great taste of Kamaishi’s 
tradition and folk art, and we enjoyed watching the fishing boat parade and procession. We 
don’t have these kinds of festivals in our countries but our friends in Kamaishi were able to 
explain things to us, and it was a good way to learn more about Kamaishi’s culture. I liked 
hearing the drums and flutes from the Tora Mai Tiger dancers from my apartment during the 
evening as well. Even if they don’t understand everything that is happening, it is a really great 
experience for foreigners to be immersed in the lively festival atmosphere and unique Japanese 
culture. Hopefully the visitors during next year’s World Cup have the chance to see it too!



釜石市CIRニュースレター

おせぇでけろ！

文化紹介

釜石市役所市職員向け英会話教室
日時： 毎週木曜日 12:30～12:55
場所： 第2会議室（都合により他の会議室になることもあります）
対象： 日本語と英語を交えながら、楽しく英会話に取り組んでみたい市職員

ラグビーカフェ英会話
日時： 11月18日（毎月第３日曜日）初級クラス10:30～12:00

中級クラス13:30～15:00
場所： 青葉ビル活動室①
対象： 初級 - 日常会話、おもてなし英語に挑戦してみたい人

中級 - ハイレベル英語を挑戦してみたい人
＜申込み・参加費 なし＞

私が釜石で気に入っているポイントは自然に囲まれているところです。秋になると山は
とても素敵に色づいて大好きです。京都に住んでいた時も紅葉狩りに行ったりして、
良い気分転換になりました。今、釜石で生活していて、紅葉を見に行くチャンスは逃
しちゃダメ！と強く思うので、皆さんがお気に入りの紅葉スポットを教えてほしいです。
そして、素敵な紅葉シーンの写真を撮った方は、ぜひ共有して欲しいと思います。写
真と撮った場所をopencity@city.kamaishi.iwate.jp に送ってください。素敵な
写真は、来月のニュースレターに掲載したいと思います。^^ - アシュリン

11月CIRイベントのご案内

SNSでも釜石市CIRをフォローできます！
フェイスブックhttps://www.facebook.com/visitkamaishi/
インスタグラムhttps://www.instagram.com/kamaishi.city.japan/

ハロウィンはもう終わってしまいましたが、ハロウィンの発祥であるアイルランドでは、どのよう
に過ごすのでしょうか。まずは、1週間の学校中間休暇があって、ハロウィン当日の夜にお
化けの仮装をして、家の玄関を叩いて「Trick or Treat」と言ってお菓子をもらいます。
もう一つの習慣は、大きなオレンジ色のかぼちゃを彫ってかぼちゃランタンを作ることです。
皆さんにぜひやってほしいので、詳しい作り方を紹介します。STEP 1かぼちゃに怖い顔を
描く。STEP 2かぼちゃの上部を包丁でカットして蓋を作る。STEP 3中からワタと種を手
で取り出す。（取った種をオーブンで焼くと、とてもおいしいおつまみが作れます！）
STEP 4 顔を小さめの包丁で彫って切り抜く。STEP 5 キャンドルを入れて蓋を返して
完成！来年、かぼちゃカービングにぜひ挑戦してみてください！ - アシュリン

Halloween has already come and gone this year, but did you ever wonder how 
people in Ireland spend Halloween, the place where it first began?! First off, 
schools close for mid-term break for one whole week. Children dress up in 
costumes, knock on people’s doors saying ‘trick or treat’ and get sweets. Another 
tradition is pumpkin carving. If you want to try making a 
pumpkin lantern, just follow these steps! STEP 1 Draw a face 
on the pumpkin. STEP 2 Cut a hole in the top and make a lid. 
STEP 3 Remove the pumpkin guts and seeds. Roast the seeds 
in the oven for a delicious snack. STEP 4 Cut out the face. 
STEP 5 Put a candle inside. Your pumpkin lantern is complete! 
.
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