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赤坂地区総合支所からのお知らせ

赤坂・青山シニアファッショニスタ事業のご紹介

赤坂・青山にお住まいのみなさんに、改めて地域を学び、地
域に愛着を感じ、新しい仲間と出会う、そんな新たな交流のきっ
かけとなる場として、「地域デビューの集い」を開催します。 地
域コミュニティに参加してみたいけどきっかけがない、赤坂・青
山ではどんな地域活動があるのか知りたいといった方はぜひ
お誘いあわせのうえ、「地域デビューの集い」にご参加ください。
合唱団によるコンサートや演芸コーナーも予定しております。

港区では、今年度から「赤坂・青山シニアファッショニ
スタ事業」を行っています。 この事業では、シニアのみ
なさまにオシャレを楽しんでもらい、積極的に街に出て、
いきいきとした生活を送っていただきたいと考え、次のような
取り組みを行っています。

●ファッション講座……ご自身のファッションをもっとよくし
たいと考えている方向けに各種講座を開催しています。
●シニアモデル撮影会……赤坂・青山のオシャレなスポット
で、ご自身のご自慢のファッションを撮影します。 数々の
著名人を撮影しているプロのカメラマンとヘアメイクが撮
影を担当しますので、モデル気分を味わうことができます。
最終的には写真集の発行を予定しています。

赤坂・青山在住・在勤のおおむね
70歳以上の方が対象です。性別・国
籍は問いません。 また、お知り合い
の方をぜひご紹介ください。

各募集については、区の広報誌や
掲示板などで随時お知らせしていき
ます。 ご興味のある方は一度お問い
合わせください。

●お問い合わせ／協働推進課 地区政策担当
　電話 ： 03-5413-7013　 

地域デビューの集いを開催します

●対象 ： どなたでも　　　●費用 ： 無料
●日時 ： 2月27日（土）午後2時から午後3時30分まで
●場所 ： 赤坂区民センター 区民ホール
●お問い合わせ／
　協働推進課 協働推進係
　電話 ： 03-5413-7272

赤坂・青山地区の放置自転車対策「赤坂・青山美しいまちマナーのまち」
キャンペーンに参加して、

まちをキレイにしませんか？
港区は、地下鉄駅周辺における放置自転

車対策のため、国等関係機関と協力すると
ともに地域と協働し、自転車等駐車場の整
備及び周知を進めています。しかし、赤坂・
青山地区は、整備する土地が少なく、地区
にある全ての駅周辺に整備できていません。

赤坂・青山地区の違法駐輪を減らすた
め、 駐輪するスペースを増やしたいという
思いと駐輪するスペースを作るなら景観美
化に配慮し、 青山らしく格好よく止めても
らいたいという思いから「トメル＋ミセル」デザインというコンセプト
で駐輪スペースのデザインコンペBDA（Bicycle street Design 
competition AOYAMA）を毎年開催しています。

この取り組みは、青山商店会連合会が2009年に街と自転車の共
生を目指し、「自転車にやさしい街」宣言を行い、企業や団体の協力を
得ながら、さまざまな活動を進める取り組みの一つとして、2012年に
青山自転車会議という有志で始め、2014年度までに３回行いました。

左の写真は、 昨年度の優秀賞
に選ばれた「Parking Comb（クシ
型ラック）」です。 次回（４回目）は、
OVE南青山の主催でコンペを開催
し、著名な建築家５名によるデザイ
ンから審査を経て、2016年２月頃
に発表する予定です。 今後は、赤

坂・青山地区の自転車等駐輪場にBDAで選ばれた作品のデザイン
を駐輪ラックに活かせるようにしていきます。

また、港区は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け
て「港区自転車シェアリング」のポート設置を進めていて、青山商店
会連合会とBDA事務局から青山地区の設置場所の情報提供をい
ただいています。
●お問い合わせ／協働推進課 協働推進係　電話 ： 03-5413-7272

●お問い合わせ／協働推進課 協働推進係　電話 ： 03-5413-7272

BDA事務局 内海 潤さん

南青山2丁目の理容店「一心楼」

〜港区国際交流協会のご案内〜
港区には、80を超える大使館をはじめ、在住外国人や来訪者が

多いことから、日本人と外国人が交流する機会がたくさんあります。
異なった文化や人の交流は、心の豊かさにつながります。

港区国際交流協会（MIA）はそうした“交流”のきっかけづくりをす
るため、ボランティアの協力を得ながら、さまざまなイベントや、語
学や生活面で外国人の支援を行っています。

イベントや支援は、どなたでもご参加、ご利用できます。日本で
の生活に不安を感じている外国人はもちろん、外国人と交流してみ

〒107-0061 北青山1-6-3 都営北青山一丁目アパート3号棟B1F
東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線「青山一丁目」駅 0番出口から徒歩5分

●お問い合わせ／一般財団法人 港区国際交流協会　
　電話 03-6440-0233
　ホームページ http://www.minato-intl-assn.gr.jp/

いろいろな国の人々と
交流しませんか？

こんな活動をしています！
●ニューイヤーパーティー
●ハイキング
●日本文化紹介
●日本語で話し合う 
●日本語講座・各種外国語講座
●外国人を対象とした相談 など

シニアのみなさん
もっとオシャレを楽しみませんか？

衣装協力：東京ソワール

男性の方も
ぜひ！！

たい日本人や
外国人を支援
したい日本人
の参加も大歓
迎です。まずは
イベントなどに
参加して雰囲
気を味わってみてください。各種イベントに会員価格で参加できる

「会員」制度もありますので、お気軽にお問い合わせください。
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「赤坂・青山美しいまちマナーのまち」
キャンペーンって何？？

キャンペーンはいつやっているの？

「赤坂・青山美しいまちマナーのまち」キャンペーンは、地元
の住民や企業、行政が協働して、まちの清掃活動を行うこ
とで、たばこのポイ捨てや路上喫煙の禁止など、マナーの
向上や周辺環境の美化を目標としているのよ。
それに、清掃活動をいっしょに行うことで、参加者同士が顔
の見える、地域のきずなを育める関係になれて、「赤坂・青
山」の安全・安心の確保にもつながっているのよ。

キャンペーンは７・８月を除く、毎月２回実施されているわ。
赤坂見附駅、溜池山王駅、赤坂駅、青山一丁目駅、外苑
前駅、表参道駅をローテーションで回っているの。 時間は
場所によるけど、午前９時もしくは午前９時３０分からやって
いるわ。毎回多くの方にご参加いただき、全員で「赤坂・青
山」を美しく、誇りあるまちとするように活動しているのよ。

なるほど！　地域も企業も、みんなで「赤坂・青山」を美しくしよ
うとしてくれてるんだね！　ぼくもキャンペーンに参加してみ
ようかな！

クリーンキャンペーンにご参
加いただける企業、団体を募
集しておるぞ。個人の方も大
歓迎！  詳しくは協働推進課
まで問い合わせるでござる。

「電車に鞄を忘れた」「会社のお金を使い込んだ」
「レターパックや宅急便でお金を送って」「還付金がある」
「マイナンバーの調査・確認です」「サイト利用料金が未納です」
「名義を貸してください」「あなたに◯◯の権利が当たった」

これらの電話は全て詐欺の手口です。相手にしないですぐ110番ま
たは赤坂警察署に電話してください。

〜大切な財産を守りましょう〜

赤坂警察署からのお知らせ　 

詐欺被害急増中！
〜こんな電話に注意！〜

●お問い合わせ／警視庁赤坂警察署 生活安全課 防犯係
　電話 ： 03-3475-0110 （内線2612）

　　赤坂消防署からのお知らせ　　　　

●お問い合わせ／赤坂消防署予防課 防火管理係
　電話 ： 03-3478-0119
　赤坂消防署ホームページ
　http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akasaka/

東京消防庁出初式は、毎年1月6日に、消火・救
助・救急演技、消防機械部隊分列行進、 江戸消防
記念会による伝統の木遣り行進・はしごのり、東京消防庁音楽隊カラー
ガーズ隊 の演奏・演技など防火防災の行事として親しまれています。

また、消防車両の乗車体験や起震車による地震体験など、楽しみ
ながら防災を学ぶコー ナーも用意しています。

皆様お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。
●日時 ： 平成28年1月6日(水) 
●場所 ： 東京ビッグサイト東展示場東側埋立地
　　　　（江東区有明三丁目10番先） 

※詳細は東京消防庁ホームページで順次更新していきます。

平成28年 東京消防庁
出初式を実施します

赤坂消防団副団長
松浦 栄一 さん

赤坂消防団は定員130名で、 仕
事や学業に従事しながら、地域の安
心安全のため様々な活動を実施し
ています。主な活動は、災害活動は
もちろん、地域住民に対する初期消
火訓練や応急救護訓練などの指導

の実施や災害が発生した場合に、迅速確実に対応するための各
種訓練です。 地域の行事を開催する際は地元郷土愛の精神を
持って、消防特別警戒など、精力的に実施しています。また赤
坂・青山地域の事業所などに勤務している多くの方々も地域貢
献のため活動しています。

▪いつからこの活動をされているのですか？　また、関わる
ことになったきっかけを教えてください。
35年前から消防団の活動をしています。きっかけは、父が町会

長だったことです。 昔は、街のつながりを活用して消防団員を募
集していました。町会長であった父から誘いがあり、また、近所に
お住まいの団員の方からお声掛けをいただき、消防団の活動をす
ることにしました。

▪消防団の活動内容を教えてください。
災害時の出動はもちろん、地域のお祭りや盆踊りの警戒、歳末

の警戒、町会などへの初期消火や応急救護の指導、震災を想定し
た訓練を行っております。また、毎年春にはポンプ操法訓練という
大きな訓練を行っています。この訓練では動きの正確さ、熟練度な
ど消防技術を競います。ポンプ操法訓練は仲間意識や団結心を養
うとても良い機会になっています。

▪消防団の仕事で大変だと感じる時は、どのような時で
すか？
夜遅くに火災や災害などが発生すると、活動が深夜に及ぶこと

もあり、なかなか人数が集まらず大変だと感じます。

▪これからの目標を教えてください。
消防団には強い組織力と団結力があります。その力を地域の安

全のために最大限発揮していきたいと思っています。 また、仲間
意識が強いことを活かし、より楽しい消防団にしていきたいと思い
ます。

▪ここを読んでいる方へ、メッセージをお願いします。
災害発生前から，災害に関心をもってください。 いつ、災害が

発生するかは分かりません。 近い将来には、 首都直下型地震の
発生が予想されています。日頃から地域との関わり合いを大切に
し、自助・共助の精神を大切にして、力を合わせて赤坂・青山の街
を守っていきましょう。

●お問い合わせ／協働推進課 協働推進係　電話 03-5413-7272

赤坂・青山

地域の活動
地域で活躍している

方々 を紹介！！
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赤坂・青山で見つけよう！

世界のこと

10月30日～11月1日
の3日間、「青山祭」が
開催されました。

テーマは「ふれあいイ
ンターナショナル」。大使
館や地元企業、地域の団
体の協力のもと、国際色
あふれる多種多様なイ
ベントが行われました。
「青山ワールドパレー

ド」では、多くの団体が
青山通りをパレードしました。青森県五所川原市からは、コシノ
ジュンコさんをデザインした「ジュンコねぷた」が、ご本人ととも
に運行されました。「ヤッテマレ！」の力強い掛け声が、多くの注
目を集めました。

「 青 山ワールドマー
ケット2015」では、日本
各地のご当地グルメや
世界各国の特色ある料
理が人々をもてなして
いました。

「BOSSA  AOYAMA
（ボッサ・アオヤマ）」は、
ブラジル音楽・ボサノヴァ
のライブを青山周辺の施
設で開催し、人々の心を
和ませてくれました。

都立青山高校の生徒さんの協
力もあり、とても賑やかなお祭り
となりました。

青山祭、来年も開催予定です。
色々な国や地域の方と接するこ
とができる、青山ならではのお祭
りです。

第２９回 青山祭
～ふれあいインターナショナル～

ブラジル料理出店ブース

コシノジュンコさん参加パレードの様子

BOSSA  AOYAMA演奏の様子

港区長も参加しました

●お問い合わせ／
   青山まつり事務局　
　ホームページ
   http://aoyama-matsuri.jp/
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二郎 （1838〜1897年）
　１種イ 第13号24側１,2,3番

波乱な少年期を過ごす
土佐藩士、後藤正晴の長男として高知城

下片町に生まれました。 少年期に父を失い、
義理の叔父・吉田東洋に預けられて育ち、東
洋が開いた少林塾（鶴田塾）に学んでいます。
また、柳河藩士・大石種昌の大石神影流剣術を学び、文武の業を修
めています。幼名は保弥太、良輔と言い、象二郎は通称です。

華々しい政治家であり、土佐三伯の一人
日本の幕末から明治時代の武士であり、正二位勲一等伯爵で土

佐三伯の一人と言われています。ほかに板垣退助、佐々木高行がい
ます。維新後に懇意にしていた福澤諭吉は、新聞に「後藤伯」と題す
る社説を掲載して、政治の現状を変え、諸悪をはらい清める「非常大
胆の豪傑・満天下唯一の人物」は後藤伯だけであると、幕末から維新
に至るまでの功績を絶賛しています。

後藤が著名である理由として、幕末期に土佐藩や国政に関わった
功績が挙げられています。公武合体から非佐幕への政治姿勢を転換
させた背景として、時流が薩長同盟によって倒幕へ傾斜したことに
対する土佐藩の焦りが挙げられています。後藤は坂本龍馬の大政奉
還策を取り上げ、建白書として徳川慶喜に提出しています。慶喜は
後藤から40藩の重臣を集めて意見を聞き、朝廷に政権返上を申し
出ています。

慶喜が大政奉還を行った後、これまでの功により、後藤に中老格
700石に加増し、役料800石を合わせて計1500石に栄進していま
す。また、明治維新の功により、章典禄1000石が贈られています。

板垣とは幼児期に同塾で学ぶ
二人は生家が近く、幼児期は同じ塾で学んでいたようです。土佐

出身の二人は維新や民権運動などで協力しつつ、考えの違いなどで
離反も繰り返していたようです。やがて二人は、朝廷を幕府の融和
をめざす公武合体を唱える後藤に対し、板垣は倒幕を主張していま
す。維新後は、一緒に自由民権運動を進めても、政府に対する立場
を異にするなど、反目することが多かったようです。

実業家としても手腕発揮
後藤は慶応2年（1886）、藩命を受けて薩摩、長崎に出張し、上

海を視察して海外貿易を研究してきています。 坂本龍馬と深く関わ
るようになったのはこの頃と言われていま
す。 明治7年（1874）、実業に転身して商
社を設立しています。 55万円で政府から
高島炭鉱払い下げを受けて経営に乗り出
しますが、2年後には福澤諭吉の要請で三
菱の岩崎弥太郎に売却しています。

明治29年（1896）夏頃、心臓病を患っ
て箱根で療養していましたが、 翌30年

（1897）に死去しました。
参考文献：

『福澤諭吉書簡集 第二巻』慶応義塾編（岩崎書店・2001年）
『明治・大正・昭和華族事件録』千田稔著（新潮社・2005年）清風亭会談の頃の象二郎
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一方で、正月はというと、
打って変わって華やかにな
ります。 カウントダウン・
パーティーを盛大に催した
り、花火を打ち上げたりし
ます。 日本のおせち料理
のような正月料理はありませんが、まわりを海に囲まれているためシー
フードが豊富です。特に、海老を食べる量は日本人よりも多いとのこと
で、正月にもたくさん食べるようです。

2ヶ月に一度、2週間のお休み！
今回お話をうかがって驚いたことは、学校のお休みが非常に多く、ま

た長いことです。先ほど触れた年末年始のお休みに加えて、2ヶ月に一
度、2週間のお休みがあります。もちろん、毎週土日はお休みのうえで
です。これを知り、南国のゆったりとした生活、そしてゆっくりと時間が
流れる様が、目に浮かんできました。

皆さん、こうした知識を持ってニューカレドニアを訪問されたら、より
一層楽しめるのではないでしょうか。 なお、学校のお休みの時期は宿
泊施設などが混み合うようですので、お気をつけください。

ちと行き来したりもします。
そして、何より、素晴らしいのは、ス

ロヴェニアでは「ホワイトクリスマス」と
モイシさん。「近年は温暖化で雪も少
なくなったのが残念 ！ 」とおっしゃっていました。

サンタクロースが３人
スロヴェニアにはなんと３人のサンタク

ロースがいるとのことです。まず１２月６日
の聖ニコラス、そして１２月２５日の日本で
もおなじみの赤いサンタクロース、そして
もうひとりのサンタクロースが1月１日に
やってきます。かつて社会主義だったスロ
ヴェニアは、クリスマスを祝うことができ
なかったため、1月1日に冬のおじいさん
がやってきて、子どもたちにプレゼントを渡していたそうです。 その頃
のなごりから、今でも1月1日にも子どもたちにプレゼントを渡す家庭も
あります。

12月31日の夜中0時には、花火があがり、大晦日は、街の広場の
あちこちでパーティーが盛んに行われます。そのため、翌日は休みが必
要な人が多く出るほどです。 1月1日は「新年おめでとう」とお得意のワ
インでパーティーなどをします。

最後に、モイシさんに、日本の年末年始についてお尋ねしましたら、
お正月のおせちは、とにかく、甘過ぎるとのことでした。

　港区、特に赤坂・青山地区にはたくさんの大使館や観光局があり、世界各
国からたくさんの人がビジネスや観光で訪れています。街を歩いていると、
さまざまな国の人に出会うことができます。
　ふと疑問に思いました。「そういえば、世界のみなさんは年末年始をどのよ
うに過ごしているんだろう」と。日本では12月ともなれば華やかなクリスマ
スムードに染まり、そして1年の節目として昔から大切にされてきたお正月が
やってきます。では他の国々では……？
　そこで今号の特集は、ずばり「世界の“ゆく年くる年”」。赤坂・青山地区にあ
る大使館や観光局に年末年始の過ごし方を聞いてみました。

え？ アルメニア共和国の新年のお祝いは
元旦からクリスマスまで！？
「アルメニアのクリスマスは1月6日です」。 興味深い話をしてく

ださったのは、アルメニア共和国大使館のグラント ポゴシャン特命
全権大使。

本題に入る前に、アルメニアのプロフィールから。南コーカサス
に位置し、西にトルコ、北にジョージア、東にアゼルバイジャン、南
にイラン、そしてアゼルバイジャンの飛び地であるナヒチェヴァン自
治共和国と接する内陸国です。世界で最も古い文化を持つ国のひ
とつで、紀元前9世紀の最初の統一王国は、旧約聖書にアララト
王国として登場します。301年には世界で最初にキリスト教を国教
としており、手本となる前例がなかったため、教会はアルメニア独
自の組織を持ち、昔ながらの伝統的な形式を保ってきました。

それはクリスマスの日付にも。 ロシア正教会などの東方正教会
では原則として、昔のユリウス暦の12月25日でキリストの誕生日
を祝うため、現在のグレゴリオ暦では1月7日になります。一方、ア
ルメニアの伝統に従うアルメニア使徒教会では、古い慣行を維持
し、1月6日にイエスの降誕を祝うのです。

1週間、いつでもウェルカム！
大晦日の0時からスタートする新年のお祝い、お休みがクリスマ

スまでの1週間続くので、各家庭ではご馳走の準備が大変。しか
も、家族の分だけ用意するのではありません。お祝いの期間であ
れば、親戚はもちろんのこと、友人やご近所さんまで、招かれてい
なくても家にお邪魔して乾杯し、ご馳走をいただくのが風習だそう
です。驚くのは、いつ来てもいいように、鍵をかけないこと ！　治
安のいい、大らかで太っ腹のお国柄ですね。

いつ、どれだけ大勢のお客さんが来てもいいように、女性たち
は何日も前からご馳走作りに励みます。

アルメニア共和国 （Republic of Armenia）
●面積：29,800㎢（日本の約13分の1。旧ソ連邦の中で最
小） ●人口：300万人 ●首都：エレバン ●宗教：主としてキ
リスト教（東方諸教会系のアルメニア教会）●言語：公用語は
アルメニア語

豚、牛、羊などの肉類は日持ちがいいように燻製やローストに。色とり
どりの野菜で煮込みやサラダを作り、ケーキやドライフルーツ、ナッツ類
も豊富に用意します。

男性たちはワインやコニャックの買い出しです。何人かで車を走らせ
て農家に行き、予約もなしに「ワイン造ってますか？」と訪ねて試飲させて
もらうのだそう。あちこち訪ねて試飲するうち、飲みすぎて酔っぱらっ
てしまうことも。もちろん、ドライバーは飲まずにガマンです。大使も昔
は、大きなガラスのボトルに100ℓものワインを譲ってもらったりしたそ
うです。

クリスマスの代表的な料理は「トルマ」
1月6日のクリスマスの頃になる

と、ご馳走続きで胃の調子も衰え、
軽めの食事にしたくなります。 日
本でいえば、七草粥のようなもの
でしょうか。 塩漬けにしたぶどう
の葉に、ひき肉と米、ハーブをよ
く混ぜ合わせたものを巻いてスー
プで煮た「トルマ」。食べるときは、にんにく風味
のヨーグルトソースをかけて、さっぱりといただ
きます。塩気のきいたぶどうの葉ごと食べるの
は、桜の葉の塩漬けを使った道明寺を思い起こ
し、香りの良さが想像できますね。

温かいおもてなしの心に満ちた新年のお祝
いを知り、アルメニアの人々は誇り高く、伝統を
重んじておられることがよくわかりました。

「スロヴェニア」って、どんな国？
スロヴェニアは、１９９１年に独立、建国してまだ24年という、いわば

若い国家です。年間を通して多くの自然や美しい風景、さまざまな文化
を楽しめるということなので、ぜひ訪れてみたい気持ちになります。ち
なみに、スロヴェニアをアルファベットで書くと、“SLOVENIA”と世界
で唯一、LOVEの入った国で、スロヴェニアの愛を感じてほしいと…。

スロヴェニアの年末年始の過ごし方を、スロヴェニア大
使館の茂

モ
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チュック・ミリアムさんにうかがいました。

スロヴェニアの年末年始って？
“Happy Decemberスロヴェニア！”
今や民主国家になったスロヴェニア。

やはり多くが“キリスト教”にちなんだ行
事です。クリスマスは、復活祭に次いで
2番目に重要とか。

首都リュブリャナは、12月5日、日没
より、一斉にクリスマスツリーが点灯さ
れ、街中がライトアップ。屋台なども出て、華やかなクリスマスの雰囲
気に包まれます。

家庭では、「クリブ」と呼ばれる、古木や枯れ枝，石などで、「ほこら」
のようなものを作り、中に苔を敷き、その上に、セラミックの小さな人
形や山羊や羊を飾ります。クリブは「聖なる家族とともに」とされ、24日
の夕刻6時頃から点灯します。それから、家族で食卓を囲み，生地に胡
桃のペーストが入った、甘～い、丸型やロール型の「ポティツァ」という
焼き菓子を切り分け、お祝いにいただきます。そして、０時にはミサに
行きます。

25日（祝日）は、子どもたちが待ち望んだプレゼントの交換、やはり
家族で過ごします。続いて26日は、独立と統一の日。この日は友人た

スロヴェニア共和国

アルメニア共和国

3人のサンタクロース

クリスマスのときなど特別なお祝
いのときに食べる「ポティツァ」

古木などを使ってつくる「クリブ」

スロヴェニア共和国 （Republic of Slovenia）
●面積：20,273㎢（四国とほぼ同じ） ●人口：約206万2千人
●首都：リュブリャナ ●宗教：カトリック、イスラム教、セルビア
正教、プロテスタントなど　●言語：スロヴェニア語南アフリカ共和国

南アフリカ共和国は、アフリカ大陸最南端に位置する共和制国家で、
イギリス連邦加盟国です。「レインボー・ネイション＝虹の国」と呼ばれ、
ンデベレ族やズールー族など、様々な文化をもつ多民族で構成されて
います。そんな南アフリカ共和国での年末年始の過ごし方について、南
アフリカ観光局の近藤由佳さんにうかがいました。

南半球、真夏のクリスマス！
南半球に位置する南アフリカのク

リスマスは夏真っ盛り！ クリスマスは 
1年間で最大のイベントで、家族揃って
過ごす大切な日。 南アフリカは「アフリ
カにあるヨーロッパ」と言われ、9つの
部族がありますが、部族固有の習慣は
ほとんどありません。約80％の人がクリスチャンなので、家族で集まっ
てご馳走を食べたり、プレゼントを交換したりしながら、キリスト教の習
慣にならったクリスマスを過ごします。とはいえ、真夏のクリスマスなの
で、雪の飾りではなく、ビーズのオーナメントなどを飾った緑のクリスマ
スツリーでお祝いし、クリスマスカードには、キリンのサンタクロースな
ど動物の絵が描かれていることが多いです。

真夏の太陽の下、みんなで囲む料理は「ブライ（Braai）」や煮込み料
理が定番。ブライとはバーベキューのことで、肉や魚のほか、自分で獲っ
たあわびや伊勢えびなどを焼きます。特に「ブルボス」という直径20～
30㎝ほどの巨大な渦巻き状のソーセージは欠かせません。南アフリカ
では、家族同士のつながりが強く、通常の土曜日も家族と過ごすのが

一般的。クリスマスに限らず、家の庭先や公園
にも家族が集まり、ブライを楽しみます。クリス
マスはほとんどのお店が営業していません。学
校もお休みになり、この時期にまとめて3週間く
らい休暇をとるのが一般的で、ビーチリゾート
などでゆっくり過ごします。

年越しは花火の打ち上げで盛大に！
年越しには各地で花火の打ち上げが盛大に行われ、カウントダウン

で新年を祝います。
1月1日には「ケープミンストラル」という仮装パレードやカーニバル

があります。インド系、アジア系などとの
混血であるカラードと呼ばれている人た
ちのお祭りです。 かつてマレー系の人々
が政治的な抗議をするという意味合いで
行われていたパレードが、カラード全体の
お祭りへと発展し、今ではケープタウンの
風物詩になっています。

南アフリカ共和国 （Republic of South Africa※）
●面積：122万㎢（日本の約3.2倍） ●人口：5,298万人

（2013年：世銀） ●首都：プレトリア ●宗教：キリスト教（人
口の約80％）、ヒンズー教、イスラム教 ●言語：英語、アフ
リカーンス語、バンツー諸語（ズールー語、ソト語ほか）の合
計11が公用語　※公用語によって正式名称も異なります。

日本から南へ約7,000㎞。オーストラリアの東、南太平洋上に浮かぶ
島がニューカレドニアです。「天国にいちばん近い島」として知られる人
気のリゾート地で、日本人にも人気です。そのニューカレドニアの観光
局にお勤めの丸山佳明さんに、お話をうかがいました。

家族でバカンスを楽しむ優雅な年末年始
ニューカレドニアは南半球に位置するため、年末年始は真夏です。こ

の時期は、多くの人が子どもの夏休み（12月中旬～2月中旬の2か月
間 ！ ）にあわせて休暇を取り、家族でバカンスを楽しみます。例えば、
ビーチでマリンスポーツを行ったり、ヨットを貸切ったり、離島で水上バ
ンガロー（コテージ）に宿泊したり。非常に優雅な年末年始となります。

クリスマスと正月については、日本人とは正反対の過ごし方をします。
クリスマスは、大半がキリスト教徒のため、静
かな過ごし方となります。街がクリスマスムー
ドになるのは12月初めから。この頃から、クリ
スマスツリーやイルミネーションが街や家で見
られるようになります。とはいっても、私たち
が想像するような華美な装飾ではなく、見た
目は地味なようです。また、首都ヌメアの中心
にあるココティエ広場では、サンタさんへの手
紙を送るポストが設置されます。そして、クリ
スマス当日は、家族で静かに過ごします。 敬
虔なキリスト教徒は教会のミサにも行きます。

フランス領ニューカレドニア
●面積：18,577㎢（四国とほぼ同じ） ●人口：約27万人
●首都：ヌメア ●宗教：キリスト教 ●言語：フランス語

ドイツフェスティバル体験レポート
10月30日（金）から11月3日（火）、都立青山公園で開催されたドイツ

大使館主催の「ドイツフェスティバル」へ行ってきました。 5回目となる今
年は、日替わりのイベントやステージに加え、約30のブースが出店。中
央の特設ステージと客席を挟んだ両端には、ドイツ料理やビールを扱う
飲食店と、雑貨やパンなどの物販ブースが並んでいます。

今号のテーマである「ゆく年くる年」に絡めて、まずは行列ができてい
たパン屋さんに、年末年始に食べるパンをうかがってみました。
「クリスマスまでは、シュトレンですね」
シュトレンは、ナッツやドライフルーツがたっぷり入った、砂糖をまぶし

たパンのこと。クリスマスを待つ期間に少しずつスライスして、毎日の味
の変化を楽しんで食べるのだそうです。
「年始にはノイヤースプレッツェルという、穴が

1つしかないプレッツェルを食べます」
通常プレッツェルには穴が3つありますが、1年

間見通しが良くなるように……という願いを込め
て、1つの大きな穴にするそうです。同じ意味でお
せち料理に蓮根が入っているように、1年の始ま
りに願うことは、日本もドイツも同じなのですね。

物販ブースでは、クリスマス用の飾りもちらほ

ら。その中に不思議なポスターがあったの
でお店の方に尋ねてみると、
「それはアドヴェントカレンダーだよ」

アドヴェントとは、キリストの降臨を待つ
11月末の日曜日からの約4週間のこと。
カレンダーには窓が24個ついており、開
くとイラストやお菓子が入っていて、クリ
スマスまでの約1か月を楽しむのだそう
です。

続いてはお待ちかねのドイツビール。
やや肌寒い日でしたが、ホップの香りが

感じられて、とっても飲みやすい！　値段は1杯1000円前後とやや高め
でしたが、ここでしか飲めない品種もあり、格別のおいしさでした。お
つまみには、柔らかく調理されたアイスバイン（豚肉の煮込み料理）や、
とろけるラクレットチーズ、そして巨大なソー
セージなど……ドイツらしいビールと料理をお
なかいっぱいいただき、気がつくと使った額は
3人で約2万円 ！　少しは日独友好に役立てた
でしょうか…。

カンボジア王国
カンボジアのお正月は、4月13日（大晦日）から16日まで続きます。

この４月から始まる新年は、タイやミャンマー、インドなどの国でも同
じとのこと。カンボジアでは、皆この時期は里帰りして、故郷で家族
と過ごすのが定番となっているため、都市部は非常に閑散とした状況
になります。

カンボジアのお正月を、カンボジア大使館のチャイ・マカラさんにう
かがいました。
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ongkran“新しい神（干支）を迎える日”／1日目
まず、お正月を迎えるために大掃除をし、市場に買い物に行き、神

様に供えるお供え物や、お正月料理の材料を買ったりします。
2015年カンボジアの干支は「山羊」でした。身を清め、正装をした

家族皆が集まり、お線香をたいて祈りながら、今年の干支の神様が
降りてくるのを待ちます。

神様が降りてくる時間となると（この
時間は毎年変わるそう）、皆で「新年、あ
けましておめでとう ！ 」となり、TVでも
新年のお祝いが同時放映されます。

海外にいるカンボジア人の場合、時
差があるため、正しい新年の始まる時
間を本国の家族に確認し、その時間に
合わせてお祝いをしたりするそうです。
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anabat“施しをする日”／2日目
2日目は、寺院（パクダ）にお参りに行きます。
そして、お寺のお坊さんに、たくさんの食物を捧げます。お坊さん

はその供物の返礼として、仏様と神様
に、皆の幸せを祈ってくれます。

また、貧しい人たちのための施しも
行われます。こうした一連の風習は、敬
虔な仏教徒が多いカンボジアならでは
のものですね。

新年を迎えた寺院内では、お正
月の遊びを楽しむ人たちもたくさ
ん。 ハンカチ落としや綱引きなど
が行われ、日本のスイカ割りのス
イカを、お金入りのボールに置き換えたゲームも ！

また、この日は子どもから両親へ、お金や服、フルーツなどのプレ
ゼントが渡されます。日本でいうお年玉ですが、渡す人と渡される人
が日本とは逆になっていますね。
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aka“新たな始まりの日”／3日目
3日目は、子どもが両親に対し敬意を表すために、水で彼らの身体

を洗います。そして両親から祝福を受けます。
カンボジア人にとって、親はとても大切な存在です。お寺で仏陀の

像に水をかけるのと同じ意味合いで、親に水をかけるのです。
正月休みの3日間は、カンボジアンポップスや民謡を鳴らしてダン

スをしたり、皆でお酒を楽しんだりもします。仏様と両親とに厚い敬
慕の気持ちを表しつつ、家族や友だちとにぎやかに過ごすカンボジア
のお正月は、日本とはまた一味違った、カンボジアの民族性を強く感
じさせる、大事な季節行事となっています。

マカラさんは、「こうしたお正月を、家族や親しい人たち皆で一緒
に祝うことで、今年1年が幸せなものであると思えるのです」と、おっ

しゃっていました。

カンボジア王国（Kingdom of Cambodia）
●面積：18.1万㎢（日本の約2分の1弱） ●人口：14.7
百万人（2013年政府統計 ●首都：プノンペン ●宗教：仏
教（一部少数民族はイスラム教） ●言語：カンボジア語

・私は、人々が神社で祈りを捧げるという方法（初詣）がとても好きです。
・自宅で家族と過ごすお休みの日という印象です。
・花火が上がらないことに驚きました。
・街がとても静か。お店も閉まっていてびっくりしました。

　北青山一丁目にある「一般財団法人港区国際交流協会」で定期的に開
催されている「日本語講座」。 10月某日、来日間もない方のクラスにお邪
魔し、15名の方に「ゆく年くる年～お正月アンケート」にご協力いただきま
した。フィリピン、アメリカ、イギリス、エクアドル、カナダ、韓国、シリア、
中国、ベルギーと、年齢も国も多種多様な方々が、一生懸命、真面目に
取り組まれていました。
　「日本のお正月」について、外国人の方に最も認知度の高かった凧揚げ
は、世界大会も開かれますので身近になっているのかもしれないですね。
門松は、商店街でもお店の前に飾る所がまだまだありますので、通りがか
りに目にされることがあるのかも。 かるたは、今では日本人でもなかなか
ハードルが高いお正月遊びですね。
　来日間もないため、まだ日本の年越しを経験していらっしゃらない方も多
かったのですが、逆に「お正月について学びたいです」といううれしい声も
聞かれました。
　アンケート終了後、皆さんにお礼をお伝えすると、「ありがとうございま
した」と同じように会釈を返してくださり、とても感激しました。
　これから年末・年始を迎え、外国人の皆さんが赤坂・青山を散策中、日本
らしい風物詩をたくさん体験していただけるといいですね。

グラント ポゴシャン特命全権大使
数学者・情報科学者として1991年から国際基督教大学の
教壇に立つ。2012年、初代駐日大使に就任。

アルメニアを代表する料理
「トルマ」はクリスマスのお
祝いのご馳走。 塩漬けのぶ
どうの葉にひき肉、米、ハー
ブを混ぜたものを巻いて煮
る。にんにく風味のヨーグル
トソースをかけていただく。
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●日本のお正月の印象は？　「日本の多くの方々が、元日に朝早く起きて初詣に行くという習慣はとてもいいことです。仏
教徒ではないものの、私も妻とともに毎年、深大寺に初詣に行っています。また、 古いお守りを返納し、新しいお守りを頂く
という習慣も気に入っており、特に自然に囲まれた深大寺でのお守りのお炊き上げは、日本的な美しい光景だと思います」
●日本のお正月で驚いたことは？　「お正月の習慣で特に驚いたことはないですが、大晦日に毎年「紅白歌合戦」を観て、お
正月におせち料理をみんなで食べるという習慣が多くの日本人に共有されていて、大晦日・お正月を通して日本人がある
意味ひとつになっているのは面白いことだと思います」
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新年を祝う仮装パレード
「ケープミンストラル」
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ブライの定番は巨大な 
ソーセージ「ブルボス」

民芸品としても人気 ！  
ビーズのオーナメント

ボンナネ!

ノルタリー

BONNE ANNÉE

©S. Ducandas / NCTPS

写真提供：ニューカレドニア観光局

フランス領ニューカレドニア

青い空、白い砂浜で過ごす
休日はまさにあこがれ

新年の神様を迎える時のお供え

供物を前にした寺院のお坊さん

新年のお菓子Num Ansom(ノムアンソン）。
名前は、粘り気のある餅菓子という意味です。 蒸し
た米と、豚肉、もしくはバナナを入れ、それに加えて
ココナツ、豆などを入れます。

カンボジアの正月料理

アドヴェントカレンダー

プレッツェル

日本のお正月って知っていますか？
外国人に
聞きました

Q　日本のお正月についての印象、驚いたことは？

Q　日本のお正月に関連したものを知っていますか？

※各国名の右横にある黄色い吹き出しは、各国の言葉で「あけましておめでとう」を意味しています。
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凧揚げ 7人

お年玉 6人

おせち・お雑煮 5人

書初め 5人

門松 4人

コマまわし 4人

鏡餅 2人

羽子板 1人

かるた 0人
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