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TAKE FREE
広報しもつけを設置協力いただけるコンビニエンスストアなどのお店を
募集しています。
ご協力いただける場合は総合政策課☎0285（32）8886情報広報グ
ループまでご連絡ください。
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樽の口を開けたぞ！
O’zapft is !
（オーヅァプフト  イス）

ム を飲んだり食事をしたりしながら競馬を楽しんだの
が始まりです。その後、長い年月の中で、一般の人
も参加できるお祭りへと変化し、1880年からはビー
ルが販売されるようになりました。
　オクトーバーフェストのビールは特別です。ミュ
ンヘン市内の醸造所に限定して作るのですが、普通
のビールよりも甘くて、アルコール度数が高いです。
値段も特別で、ドイツのレストランでは通常、ビー
ル１ℓで約800円しますが、オクトーバーフェスト・
ビールは１ℓで1,300円以上します。
　ビールは１ℓの大きなジョッキで出されるのです
が、重さが2.5㎏もあるので持つのが大変です。上
手な人は、一度に18個のジョッキを運びますが、
合計で45㎏になります！信じられないですね！
　オクトーバーフェストでは、女性はDirndl（ディ
アンデル）、男性はLederhosen（レーダホーゼン）
という南ドイ
ツの伝統的な
民族衣装を着
る人が多いで
す。ディアン
デルはエプロ
ンが付いてい
る華やかなワ
ンピースです。
レーダホーゼ
ンは皮ででき
た短いズボン
で、チェック
のシャツと合
わせて穿きます。この民族衣装も、オクトーバーフェ
ストの見どころです。
　オクトーバーフェストでは色々な人たちが集まっ
て一緒にビールを楽しんで、歌ったり、踊ったりし
て盛り上がります。チャンスがあったら、ぜひ経験
してもらいたいです。

　皆さんは、ドイツ、バイエルン州の州都ミュンヘ
ン市で開催される世界的に有名なビール祭り
「Oktoberfest（オクトーバーフェスト、10月のお
祭り）」を知っていますか？　10月のお祭りという
名前ですが、実は、オクトーバーフェストは９月下
旬に始まります。今年は、９月21日から10月６日
の間、世界最大規模で盛大に開催されました。
　毎年、世界中から600万人近くの人たちがビール
を求めてミュンヘン市へ押し寄せてきます。その数
は、ミュンヘン市の人口の約４倍です！

　オクトーバーフェストの初日、約8,000人が入る
ことのできる大きなテントの下で、ミュンヘン市長
がビール樽に栓を打ち込み、「O’zapft is！（オー
ヅァプフト　イス、樽の口を開けたぞ！）」と声高
らかに開会を宣言して、お祭りが始まります。
　オクトーバーフェストが初めて開催されたのは、
1810年10月、当時のバイエルン王国の首都だった
ミュンヘンにおいてです。でも、元々はビールを楽
しむためのお祭りではありませんでした。バイエル
ン王国の皇太子とザクセン・ヒルトブルクハウゼン
公爵の娘の結婚を祝って、上流階級の人たちがお酒

　市国際交流協会では、子ども連れの方でも
気軽に参加していただける英会話サロンを毎
月開催しています。
　国際交流員のカロリンさんと一緒に、遊び
ながながながら気ら気ら気軽に軽に軽に英会英会英会話を話を話を楽し楽し楽しんでんでんでみまみまみませんせんせんか？か？か？ 
もちもちもちろんろんろん 大、大、大人の人の人の方の方の方のみでみでみでの参の参の参加も加も加もOKOKOK 外、外、外
国人国人国人の方の方の方も大も大も大歓迎歓迎歓迎ですですです！！！

■日時　11月７日㈭・21日㈭　午前 10時～ 11時
■場所 薬師寺コミュニティセンター
■参加費　無料　（ただし、参加者は国際交流協会に入
会していただきます。年会費　1,000 円）
■定員定員定員 1110 名0名0名
■申し申し申し込み込み込み・問・問問い合い合い合わせわせわせ先先先
市市市民協民協民協働推働推働推進課進課進課 ☎☎☎（3（3（32）2）2）888888878787

国際交流員カロリンによるママパパEnglishサロン
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