
BULLETIN B0ARD

ムラカミワールドを探る
―阪神間少年・村上春樹が見た作品の原風景―
講　師：小西 巧治 氏
　　　　（西宮芦屋研究所副所長、神戸国際大学 非常勤講師）
第１回：9月14日（木）10:30～12:00
　　　　芦屋・夙川に見る村上作品の原風景
第２回：10月19日（木）10:30～12:00
　　　　村上春樹とネコ、野球、酒の話
第３回：11月 9日（木） 10:30～12:00
　　　　世界のムラカミ・ハルキとその風景
場　所：潮芦屋交流センター
参加費：700円（１回あたり）１回ごとの参加可
●事前にお電話でお申込み下さい。　TEL 0797-34-6340

－Murakami World－
Lecturer：Mr. Koji Konishi
Date and time: September 14th (Thur.) 

October 19th (Thur.) 
November 9th (Thur.) 
10:30-12:00

Place: Shio-Ashiya Exchange Center
Participation fee: 700yen

日　時：7月29日(土) 　18：00～20：00
出　演：ヒロ・ハワイアンズ
　　　　Ka Pa Hula O Hoaloha
場　所：潮芦屋交流センター２Ｆ　多目的室
参加費：大人700円　小学生以下無料
＊前売りチケット大人500円
　センター受付にて7/28(金)17:30まで販売

Date & Time: July 29th (Sat.) 18:00-20:00
Performers: Hiro Hawiians
　　　　　　Ka Pa Hula O Hoaloha 
Place: Shio-Ashiya Exchange Center
Admission: Adult 700yen 
Elementary school kids & under are free
We sell advance tickets at 500yen at Exchange 
Center’s Reception until July 28th.

潮芦屋文学セミナー
Shio-Ashiya Literature Seminar

潮芦屋トワイライトコンサート
ハワイアンの夕べ
Shio-Ashiya Twilight Concert
Hawaiian Evening

作って食べよう世界の料理　Let,s Cook and Eat World Food

　テニスコートを利用させ
ていただいたご縁で、昨年
10月から受付でアルバイ
トをしています。よろしく
お願いします。

西田 由希子

　1月からアルバイトで働かせていただいています佐藤
です。6月からは局員として頑張りますので宜しくお願
い致します。　　　　　　　　　　　　　　佐藤　優子

事務局新スタッフを紹介します 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）

＜第127回＞韓国編
日　時： 9月22日（金）10:00～14:00
講　師： 浅井　淑姫 氏
予約受付：　8月15日（火）9時～
メニュー：ビビンパ　他

＜第128回＞ハンガリー編　
日　時：10月16日(月）10：00～14：00
講　師： メルセデス・ドブラー 氏
予約受付：9月15日（金）9時～
メニュー：未定

＜第129回＞イタリア編　
日　時：11月13日(月）10：00～14：00
講　師： 田中　学 氏（アクアチプレッソオーナーシェフ）
予約受付10月15日（日）9時～
メニュー：未定

＜第130回＞日本のお正月編　
日　時：12月4日(月）10：00～14：00
講　師：日下部　管子 氏
予約受付：11月16日（木）9時～
メニュー 未定

いずれも　　　　　　　　　　
参加費：2,200円
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

＜127th＞Korean cuisine
Date and time: September 22th (Fri.) 10:00-14:00
Instructor: Ms. Sook-Hee Asai
Menu: Bibimbap and others
★Application starts from 9:00 on August 15th(Tue.)

<128th> Hungarian cuisine
Date and time: October 16th (Mon.) 10:00-14:00
Instructor: Ms. Mercedes Doblar
Menu：not yet decided
★Application starts from 9:00 on September 15th(Fri.)

<129th>　Italian cuisine
Date and time: November 13th (Mon.) 10:00-14:00
Instructor: Mr. Manabu Tanaka
　　　　　　(The owner chef of Acqua Cipresso) 
Menu：not yet decided
★Application starts from 9:00 on October 15th(Sun.)

<130th>　Japanese New Year’s cuisine
Date and time: December 4th (Mon.) 10:00-14:00
Instructor: Ms. Sugako Kusakabe
Menu：not yet decided
★Application starts from 9:00 on November 16th(Thur.)

Place: Shio-Ashiya Exchange Center
Participation fee: 2,200yen
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.

越前和紙名刺

原料から製作まで全て手仕事の
大変希少な1枚漉き名刺。

こだわりと風合いで極める印象。

作って食べました！世界の料理「スリランカ編」 “Let’s Cook and Eat World Food” - Sri Lankan Food -
　5月30日（火）、池本
ニルミニさんを講師に
スリランカ料理を作り
ました。メニューは、本
場スリランカ10種スパ
イスのシーフードカ
レー、瓜のサラダ、スパ
イシースープ、デザー
ト、セイロンミルクティ
の5品。メインのシーフードカレーは、様々なスパイスを使ってい
るだけあって深みがあり、しかもくせがなくて食べやすく、スパイ
スで色づけたご飯にかけていただきました。野菜たっぷりのヘル
シーメニュー、デザートは果物たっぷりで大満足でした。

本場スリランカ10種スパイスのシーフードカレー
【作り方】
１．①～⑥を洗って、食べやすい大きさに切る。
２．しょうが、にんにくはつぶす。
３．１の魚介類、Ａのスパイス、しょうが、トマトをボールに入れて混
　ぜ、10分～15分置く。
４．あたためたフライパンにオリーブオイルを入れ、Ｂのスパイス
　を入れて１分炒める。
５．４にスリランカの葉、玉ねぎ、にんにくを入れてさらに炒める。
６．５に３とじゃがいも、水、こしょうを入れ、じゃがいもに火が通るま
　で煮る。
７．６に塩、ココナッツミルクを入れ、温まったらできあがり。

On May 30th (Tue) we invited Ms. Nilmini 
Ikemoto, and cooked 5 dishes, namely, real 
seafood curry seasoned with 10 kinds of 
various spices, cucumber salad, spicy 
soup, dessert, and Ceylon milk tea.  As the 
seafood curry was cooked so many kinds of 
spices, it tasted quite rich without any 
unusual taste.  We ate with colored boiled 
rice.  This was a quite healthy menu with 
much vegetable.  Dessert was also full of 
fruits.

Real Seafood Curry seasoned 
with 10 kinds of various spices
【Cooking】
1.Wash 1 ‒ 6 and cut in pieces.
2.Crush ginger and garlic.
3.Put ingredients, spices A, ginger, and 
   tomato in a bowl, mix, and leave for 10  
   to 15 minutes.
4.Put a large spoonful olive oil into a hot  
   pan, add spices B and fry one minute.
5.Add Sri Lankan leaves, onion, and garlic, 
   and fry more.
6.Add 5, 3, potato, water, pepper, and      
   simmer till potato softens.
7.Add 6 with coconut milk and boil.

 【材料】
①えび……250ｇ（中12尾）
②いか……１杯
③魚………100ｇ
④玉ねぎ……小１個
⑤トマト……１個
⑥じゃがいも…中２個
⑦しょうが……１片
⑧にんにく……３片
⑨塩…………少々
⑩水…………1/2カップ
⑪ココナッツミルク…１カップ
⑫オリーブオイル…大さじ２
⑬スパイス
Ａ
カリーパウダー…大さじ ２
ターメリック…小さじ 1/2
チリパウダー…大さじ １
クミン…小さじ 1/4
シナモン…２ピース
カルダモン…５粒
クローブ…５粒
Ｂ
ディルシード…小さじ 1/4
マスタード…小さじ 1/2
⑭スリランカの葉
　ランペ、カラピンチャ
⑮こしょう…小さじ１ 

【Ingredients】
Shrimp………250 gm (middle size 12 pcs)
Squid………1 fish
Fish…………100 gm
Onion………small 1 pc
Tomato……1 pc
Potato………middle size 2 pcs
Ginger………1 pc
Garlic………3 pcs
Salt…………some
Water………half cup
Coconuts milk……1 cup
Olive oil………2 large spoonful
Spices A
Curry powder……2 large spoonful
Turmeric……half small spoonful
Chili powder……1 large spoonful
Cumin……quarter small spoonful
Cinnamon……2 pcs
Cardamom……5 pcs
Clove……5 pcs

Spices B
Dill seed……a quarter small spoonful
Mustard……half small spoonful

Sri Lankan leaves……Rampe and Karapincha
Pepper……a small spoonful

▶

▲

　7月22日（土）は芦屋サマーカーニバル開催にともなう交通規制
が敷かれるため、ACAの窓口業務を13時までとさせて頂きます。


