ACAはっぴを作りました
国際事業委員会

松尾

We made the ACA original Happi or happi coat.
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International Program Committee

Osamu Matsuo

Matsuo Nassen Co., Ltd. was born at Osaka Semba in 1926 as a
wood block carving company. In those days we received orders from
wholesale merchants in Semba and dyed design patterns in materials like towel and handkerchief by dint of the so-called block print
technique.
Nowadays we do print manufacturing in Higashi Osaka, Daito, and
Kyoto. This Happi coat was planned and achieved as one of the Art
de Genki Project in commemoration of the one-year anniversary of
the rebuilding for the Semba headquarters.
Thanks to the oﬀering of nice design by Saji sisters, Marie-san and
Yurie-san, and Sakura Hanashima-san, all Host Ambassadors, we are
very glad that we could create a vivid work in combination with
nature and human empathy of Ashiya.

松尾捺染（株）は、1926年大阪船場で木版彫刻業
で産声を上げました。その当時は、船場の問屋さんか
ら注文をいただき、
タオル、ハンカチーフに「ブロック・
プリント」という手法で柄を染め出しておりました。現
在は、東大阪、大東、京都でプリント加工を行っており
ます。
今回の「はっぴ」は、船場本社の改装1周年を記念し
て、
「 ARTでGENKIになるプロジェクト」の一環とし
て発案させていただきました。ホスト・アンバサダーの
佐治真理恵さん・百合恵さん姉妹と花嶋咲良さんの
デザイン提供も受け、芦屋らしい明るく元気な法被が
できたと喜んでおります。

BULLETIN B0ARD
第6回 潮芦屋ワールドフェスタ
The 6th Shio-Ashiya World Festa
日
場
内

時：10月28日（日）11：00〜14：30
所：潮芦屋交流センター
入場無料
容：①世界の料理 11：30〜13：30
アランチーニ（イタリア）、ナシゴレン（インドネ
シア）、レモンチキン（スペイン）、スキーヘーン
（春雨の炒め物）
（タイ）、あんこ春巻（中国）、パス
テル（ひき肉とチーズのはさみ揚げ）
（ブラジル）、
ガレット（フランス）、ベレンヘナスコンカルネ
（なすとひき肉の重ね焼き）
（メキシコ）、カップ
ケーキ、ローゲンマイヤーのパン2種
1皿100円より
②スペシャルステージ 12：00〜14：30
ストリートダンス（ロゴスダンススクール）、チア
リーディング（芦屋ユナイテッドダイヤモンズ）、
コーラス（ハイランドブリーズ）、歌とギター（青
猫社）、ウクレレと歌（JBハワイアン）、クラシック
バレエ＆コンテンポラリー（ファーストピース）
③お茶席 11：00〜なくなり次第終了
抹茶と和菓子 300円
内容は変更になる可能性もあります。
今年のワールドフェスタは、
「潮芦屋まちびらき20周年記念事業」
の一環として行います。

潮芦屋文学セミナー

,
Let s Cook and Eat World Food

＜第140回＞スイス編
日 時：11月12日(月）10：00〜14：00
講 師：スイス名誉総領事 ディーター・ソンマーハルダー氏、
鈴永 貴子氏
メニュー：スライス牛肉のクリーム煮ポテト添え、
キャロットケーキ、サラダ
参加費：2,200円
予約受付：10月15日（月）9時〜
＜141回＞パーティ編
日 時：12月3日（月）10：00〜14：00
講 師：日下部 管子氏
メニュー：クリスマスツリーのオードブル、他
参加費：2,200円
予約受付：11月15日（木）9時〜
場 所：潮芦屋交流センター
定 員：30名（要予約）
持ち物：食器用フキン、エプロン、筆記具
開催日２週間前から材料費分のキャンセル料が発生します。

Shio-Ashiya Literature Seminar
「小説家としての小林一三」

大実業家小林一三のもう一つの顔に迫ります。
日 時：11月17日（土）14：00〜15：30
講 師：柏木 隆雄氏
（大阪大学名誉教授、大手前大学前学長
大手前大学大学院客員教授）
参加費：前売り800円
（11月16日(金)17:30まで）
当日1,000円
場 所：潮芦屋交流センター

Ichizo Kobayashi as a novelist

We approach and ﬁgure out another proﬁle of
the great business person, Ichizo Kobayashi.
Date and time : November 17th(Sat.)14:00-15:30
Lecturer : Mr.Takao Kashiwagi
Emeritus of Osaka University,
Ex-Dean of the O-temae University
Admission : 1,000yen (Advanced ticket: 800yen)
Place : Shio-Ashiya Exchange Center

<140th> Swiss cuisine
Date and time : November 12th (Mon.) 10:00-14:00
Instructor : Mr. Dieter Sommerhalder, Consul General of
Switzerland, Ms. Takako Suzunaga
Menu : Creamed beef with potatoes, Carrot cake, Salad
Fee : 2,200yen
★Application starts from 9:00 on October 15th(Mon.)
<141st> Party cuisine
Date and time : December 3rd（Mon.）10:00-14:00
Instructor : Ms. Sugako Kusakabe
Menu : Christmas tree Hors d'oeuvre and others
Fee : 2,200yen
★Application starts from 9:00 on November 15th(Thur.)
Place : Shio-Ashiya Exchange Center
Capacity : 30 people (reservation required)
Things to bring : a dish cloth, an apron, a pen and a
memo pad
It takes a cancellation rate for two weeks of the date.
Please pay us 1,700yen as the cost of material.

申し込み・お問い合わせ
APPLICATION & INQUIRIES

NPO法人

芦屋市国際交流協会

Ashiya Cosmopolitan Association(ACA)

〒659-0035 兵庫県芦屋市海洋町7番1号
7-1 Kaiyo-cho, Ashiya, Hyogo, JAPAN
TEL:0797-34-6340 FAX:0797-34-6341
URL http://www.npo-aca.jp
E-mail:aca@npo-aca.jp
受付時間 AM9:00〜PM5:30（水曜休み）
Reservation window AM9:00〜PM5:30（Wed. closed）
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企画デザイン・制作
チラシ・メニュー・リーフレット・DM はがき
名刺・封筒・案内状・はがき
ポスター・カレンダー・パッケージ・シール
会社案内・カタログ・冊子
（記念誌・俳句集等）印刷全般
垂れ幕・のぼり・大型ポスター・看板等 広告用ツール
撮影
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クライアント様一人一人の思いやイメージを納得いくカタチに、納期が許す限りお互い納得のいく
デザインを制作しお届けします。お客さまに120% の満足を提供していきたいと思っています。
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Date and time : October 28th(Sun.)11:00-14:30
Venue : Shio-Ashiya Exchange Center
Admission Free
Contents : ①World cuisine 11:30-13:30
Arancini(Italy), Nasi goreng(Indonesia),
Lemon chicken(Spain), Sukihen(Thailand),
Bean jam-ﬁlled spring rolls(China),
Galette(France), Berenjenas con carne
(Mexico), Pastel(Brazil), Cup cake, two
kinds of Roggen Meyerʼs bread
100yen or more per dish
②Special stages 12:00-14:30
Street dance(Logos Dance School),
Cheerleading(Ashiya United Diamonds) ,
Chorus (Highland Breeze), Songs and
guitar(Aonekosha), Ukulele and songs (JB
Hawaiian), Clasic ballet & Contemporary
(First Piece)
③Tea ceremony 11:00〜It will end when
all the sweets have been sold
300yen / a cup of green tea and a sweet
Contents are subject to change.
This yearʼs World Festa will be held in a series of a
project commemorating the 20th anniversary of the
establishment of Shio-Ashiya.

作って食べよう世界の料理
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