
Holding “Kozo no Kai耕三の会を開催

　この度、芦屋市国際交流協会さまにご協賛頂きました「耕三の会」は能楽の普及はもちろ
ん役者として自己研鑽を積むための場として開催致しました。21歳でこの道に進むと決め、
芦屋を離れ舞台活動をして参りましたが、より人の内面の移ろいを表現した曲に挑戦したい
と思い、神戸須磨が舞台の「松風」を選びました。能楽の素晴らしさはそぎ落とされた表現の
中にある美しさを、ご覧になる方がそれぞれの解釈で楽しめるところだと思います。今後も秘
められた「うつく
しさ」を求めて
舞台に精進して
参りたいと思い
ます。

“Kozo no Kai” co-sponsored with the Ashiya 
Cosmopolitan Association was opened not 
only for the aim of popularization of the Japa-
nese traditional Noh play but also the platform 
stage for myself in pursuit of the brainstorm-
ing as an actor.  I made up my mind to proceed 
in this course at the age of 21 years old.  Then 
I left my hometown Ashiya and concentrated 
on this stage art for long. As I wished to 
challenge more profound arts, which reflect 
subtlety of our internal transience of human 
nature, I chose a piece of“Matsu Kaze” or Pine 
Breeze to be depicted in the background of 
Suma of Kobe.  The excellence of Noh play lies 
in the latitude quite flexible for viewers to find 
out and interpret beauty in the simplest 
abstract expressionism.  I am determined to 
go on pursuing for hidden beauty of Noh on 
the stage with all my strength and all my 
heart.

能楽師　長山  耕三 Nohgakushi, Kozo Nagayama

Authorized NPO Organization “Ashiya Cosmopolitan Association” 
the 12th General Assembly was held

認定NPO法人 芦屋市国際交流協会
　第12回通常総会を開催しました

　令和元年5月25日、新元号初回の総会を開催しました。前年度に実施した事業
報告、決算報告に続き、令和元年度の役員人事案などの報告がなされ、全ての議
案が承認されました。今年度は、芦屋市の「5カ年の指定管理獲得」「認定NPO法
人としての活動」「ラ・モール芦屋での北拠点開設」とあらゆる事案が、新元号新役
員のもとで、新しくスタートを切ることになります。インバウンドの増加、少子高齢
化等々様々な社会問題を抱えながらも、役員、ボランティア会員、事務局が一丸と
なって協会活動の促進ができればと思いますので、皆様のご協力をお願いする次
第です。
　尚、事務局内人事については、河井事務局長が退任し、新たに青木和子さんが
事務局長に、局長補佐に山岸千香子さんが就任し、女性市長に合わせ女性パワー
をどんどん発揮していきますので、皆様の益々のご支援を宜しくお願い致します。

On May 25, Reiwa first year, we convened 
the first session in the new era of Reiwa. A 
round of reports for Business, Settlement, 
and Audit was presented one after another 
and all were approved successfully.  In this 
year, all issues including acquisition of the 
5-year designate management, activities 
under the title of authorized NPO, an open-
ing of the north bastion of “La Mall”and 
others are to start under the new Reiwa 
administration.  We are resolute to promote 
our activities with a tight cooperation of 
the administration, voluntary members, and 
the secretariat amid various troublesome 
social problems, for instance, an increase 
of inbound visitors and declining birth rate 
and aging population.  We sincerely solicit 
your understanding and cooperation.
As for the personal management in the 
secretariat, the Director-General Kawai 
resigns.  Ms. Kazuko Aoki is newly 
assigned the New Director-General and 
Ms. Chikako Yamagishi also the Vice Direc-
tor-General.  Like the new female Mayor, we 
will exert female powers strongly.  We wish 
for your much more help from now on.

前事務局長　河井  俊彦 Toshihiko Kawai
 Former Secretary-General

▲いとう新市長を囲んで　（前列右から田中隆子副会長、いとう市長、橋谷館長、
　　　　　　後列右から高橋副会長、戸田会長、田中明副会長、河井前事務局長）
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Participated in the Korean Foods Cultural Exchange Class韓国食文化交流教室に参加して

　5月31日（金）、潮芦屋交流センターにおいて
「韓国総領事館シェフと一緒に作る韓国料理」
（主催:駐神戸大韓民国総領事館、兵庫県、兵庫
県国際交流協会、後援:ＡＣＡ、兵庫県漁業協同
組合連合会、明石浦漁業協同組合）が開催され
ました。
　駐神戸大韓民国総領事館 朴 起準総領事もお
越しになり、ご挨拶をいただきました。総領事館
シェフ柳 在元氏は、世宗ホテル、済州新羅ホテ
などで研鑽を積まれ、また色々なタイトルをお
持ちの方です。韓国の食文化の講義もしていた
だきました。
　漁業協同組合さんが提供してくださった明石
ダコを使った料理２品「タコチャプチェ」「タコ炒め」を参加者で作りました。チャプチェ
はパーティやイベントで作られる料理。タコ炒めは屋台や家庭で作られる料理です。ど
ちらの料理も野菜をたっぷり使いタコも入ってヘルシーです。タコ炒めのタレはシェ
フ直々に味をチェックしてくださったのでおいしく仕上がりました。参加した方々は皆
さん熱心に質問されて、シェフも親切に応対して下さいました。
　韓国料理が身近に感じるひとときでした。

On May 31 Friday, “Korean Foods cooked with a chef of the Korean 
Consulate General” (Korean Foods to be cocked with Akashi 
octopus) sponsored by the Korean Consulate General Kobe, Hyogo 
Prefectural Government, Hyogo International Association, and 
co-sponsored by Ashiya Cosmopolitan Association, Hyogo Prefectur-
al Fishery Joint Association, and Akashi-ura Fishery Association was 
held at the Shio-Ashiya Exchange Center.
Korean Consul General Park Ki-Jun of the Korean Consulate General 
Kobe visited and greeted us.  A Consulate General’s chef, You 
JaeWon, who had trained in Sejong Hotel, The Shilla Jeju Hotel, and 
others, has lots of concerned titles.  He lectured on the Korean 
Foods Culture too.
Participants cooked two dishes “Tako Chapuch” and “Fried octopus” 

with Akashi octopus donated by the Fishery Association.  Chapuch is served for party or events.  
Fried octopus is mostly cooked at food stalls and families.  The both are healthy with much 
vegetable and octopus.  Sauce of fried octopus, of which the chef foretasted, was quite tasty 
enhancer.  Participants asked the chef of many issues with keen interest.  In return, he cordially 
replied.
It was a very good time when we could feel Korean foods very familiar to us.

国内事業委員　鳥居　祐岐子 Domestic Affairs Committee Yukiko Torii
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戸 田　敬 二
高 橋　洋 一
田 中　 　明
田 中　隆 子
青 木　和 子
稲 鍵 亜早子
井 上　哲 夫
植 田 多江子
笠 木 貴美子
菊 田　恵 子
北 山　靖 子
小 柴　明 子
靜  　敬太郎
園 田　妙 子
髙 雄　芳 子
中 川　善 博
橋 谷　靜 子
宮 本　陽 子
山 田　眞 治
戸 田　祐 一
宮 内　裕 通
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