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◀インド料理講師
シェザナさん
Shehzana-san,
Indian cuisine
instructor

◀潮芦屋コンサート
シャンソンの夕べ
Le bouquet de
chansons,
Shio-Ashiya
Concert

英語落語▶
桂福丸さんと
with Katsura
Fukumaru-san
▲国際交流セミナー講師
International seminar
by Mr. James Bollinger and Mr.Kai Simms

▲作って食べよう世界の料理タイ編で挨拶をされるムニン総領事
Greeting from Mr.Munin Paniswasdi,Consul General at Thai cuisine lesson

▲日本語ボランティア講師養成講座
Japanese volunteer teacher training course

▲日本語教室バス旅行
Bus tour of Japanese language class

▶
潮芦屋交流センター
のあじさい
Hydrangea in
Shio-Ashiya
Exchange
Center

第54回 芦屋市・モンテベロ市学生親善使節が決まりました！
The 54th Student Ambassadors from Ashiya and Montebello have been selected
芦屋からモンテベロへ＊＊＊＊

from Montebello to Ashiya モンテベロから芦屋へ＊＊＊

正 木 志 果（高校2年生）

I am 16 years old. I'm a sophomore and attend Notre Dame Academy
and cheer for Loyola High School. I love to paint, run, travel, hang out
with friends, draw, and play the piano. I have been in student council
since my freshman year and enjoy having a leadership role at my
school. I am very excited to be representing Montebello in Ashiya.

from Ashiya to Montebello

Lauren Gamboa

自然と文化が調和している芦屋の魅力をモンテベ
ロ市の方々にたくさん伝えたいです。そして、より一
層芦屋の事を大好きになって頂きたいです。私の出
来る限りを尽くし、芦屋市とモンテベロ市の架け橋と
なりたいです。

ロ ー レ ン・ギャン ボ ア（高校2年生）

Motoka Masaki

（second grade at senior high school）
Ashiya has nature and culture.I want to tell it to the people who live in
Montebello. I hope Montebello s people came to love Ashiya. I will do
my best to promote my city Ashiya.

八 木 新 之 助 （高校1年生）

16歳の高校2年生でノートルダムアカデミーに通いながら、チアリーディングをし
ています。絵を描くこと、
ランニング、旅行、友達と出かけること、そしてピアノを演奏す
ることが大好きです。学校では高校1年生のときから生徒会に所属し、活動を楽しんでいます。モンテベロの代表として
芦屋市を訪問できることを大変楽しみにしています。

Noah Alexander Lopez
I am a Freshman at the University of San Francisco, and I am an
Architecture major. I graduated from Don Bosco Technical Institute in
2017. My hobbies include sketching, working out, training, helping
coach cheer, and playing video games. I hope to further nurture and
preserve the friendship between Montebello and Ashiya as an
Ambassador for the city of Montebello. I am very grateful to have this
opportunity, and I will show my gratitude by serving my city with honor
and pride.

モンテベロの方々に芦屋の魅力を伝え、同時にモ
ンテベロでの貴重な経験を芦屋の方々に伝えたいと
思います。先輩方が50年以上にわたって育んでこら
れた伝統と友好関係を一層強固なものにして次の代
の方へ繋いでいきます。

Shinnosuke Yagi

（ﬁrst grade at senior high school）
I want to appeal Ashiya to the people in
Montebello, but also share my precious
experience in Montebello with the people in Ashiya. I will be a bridge
between two cities based on tradition and friendship created by the
predecessors, and pass the baton to my successors.

ノ ア・ア レ キ サ ン ダ ー・ロ ペ ス（大学1年生）
18歳、サンフランシスコ大学１年生で、建築学を専攻しています。趣味は写生や体を動かすこと、チアリーダーのコー
チングやビデオゲームをすることです。モンテベロ市のためにアンバサダーとして、芦屋市とモンテベロ市の友情の絆
の更なる発展に貢献したいと思います。芦屋市を訪問できることは大変光栄で、精いっぱいアンバサダーをつとめたい
と思います。

桂福丸さんの英語落語を行いました Comic monologue in English or Eigo Rakugo by Mr. Fukumaru Katsura
副会長

Yoichi Takahashi, ACA Vice President

高橋 洋一

珍しい 英語落語 ということで、100人
を超える大入り！
金屏風を背にした高座に、若手のホー
プ 福丸さん 登場。
短い小噺（へーい、ふーん、イエス、、）か
ら絶妙のくすぐりの入った大阪のおばは
ん、色気しぐさなどに笑いが一気に拡がる。
いよいよ本番 英語落語 が始まる。
前者は、How old are you? 実年齢より若くまたは年寄りに言って喜ばせるお世辞
が全く噛み合わないはなし。後者は、Thief 盗人が偽盗人に逆に騙されてシコタマ巻
き上げられるはなし。前の席の小さい子供もケタケタ笑っていた。
ラストの質疑では、彼の学生時代の英語の成績のほか、桂一門300年の歴史なども
きけ、笑いに包まれた楽しい初夏の一日でした。

山添

哲郎

英語落語と聞いた時、
「落語は大好きだけど、英語がわかるかな？笑えるかな？」
と少々
心配でした。それはＴＶで桂枝雀の英語落語を観たときもミュージカル観劇でも、英語が
よくわからず十分に楽しめなかったからです。でも今日は、その心配は杞憂に終わりまし
た。気が付いたら噺しに引き込まれて自然と笑っている自分がいました。きっと福丸さん
がわかり易いようにといろいろと工夫されたからだと思います。お蔭さまで楽しい日曜
日の午後のひと時を過ごすことができました。ありがとうございました。

We advertised this program as Rare Rakugo in English and got a full house right on cue over
100 people. Professor Fukumaru, a young prospective star appeared in an elevated seat before a
golden folding screen.
He began with a short tale in Japanese. Next he introduced a funny of Osakan Obahan or tough
middle-aged woman in comparison to Tokyoite woman. He mimicked feminine amorous signs
used in Rakugo. At that point the audience went into the gales of laughter.
Then he came to the point of English Rakugo . First story was entitled How old are you? This
depicted a quite dilemmatic situation in which a hero tried to please an old man by saying an ego
stroke of his age younger than real one but entirely out of tune.
Second one was Thief depicting that a thief was completely duped and cheated in heavy price
by a fake thief. Young children sitting in the front line laughed so loud. In the last Q & A session,
we heard of his English score during his school days, of history of the Katsura Rakugo clan, and
so forth. It was an early summer day with big laughter.

Tetsuro Yamazoe

When I saw an advertisement on English Rakugo ﬁrst, I was a bit worried; I like Rakugo but can I
understand and laugh? Because I could hardly enjoy when I saw similar one on TV by Professor
Shijyaku Katsura and a musical in English in the past. Nevertheless, it was my over worry this
day. I found myself laughing naturally in pace with his thought-out delivery.In order to make the
audience amused heartily, I assume he must have devised and polished these stories in various
points. Thanks to his wonderful verbal skill in English, we could spend a quite nice time in the
afternoon of Sunday.

