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スペイン在住の日本人6人。

スペインで為せば成る！

Japoneses
en España

"Querer es poder"

։➬✲➂כ欰⚥ך䗰ְׄזׯ植㖑欰崞阀姏ׅ傈劤➂➂ח耀ְ׃תג։

խ꽎㖈ծ殅㷕ծ荈歋噟וזծ傈劤➂ָꞿ劍ד
؎لأٝח床胜兝תׂתׁכկⰋ⡤㾜劄
הׅ㖈؎لأٝ齥➂侧כ䎃ղ㟓⸇ְג׃
 կ暴ח娕⟃♴כגהח➂ךծ䎃
剢ַٙ٦ؗٝرٔمؚ٦ⵖ䏝ָ㨣ת
ֿדהָ㣐ַֹֻծֿדؠؽך鵚ְֲ
؎لأחٝ⳿פ涪הֲ״׃罋ְִ➂
ֲկ؎لأٝכ鞢ַז굸俑⻉ծ㢳圫䚍װ
⺪㺁⸂ָ֮㢩㕂➂ְ׃⮚ח㕂孖䚍ծ㢳侧
ך娖〷俑⻉鼋欵וזծ傈劤爡⠓כד⡤䠬ד
ְֹז눁⸂ְְָםկ植㖑ד涪鋅➂׃٥
暟٥✲ַאְ荈ⴓח✲➬ך籬ְ־ծׁ
ח瑱ֹ鑥זծ؎لأٝ䬿挿➬ג׃ח
✲ָהְ׃䙼ֲ➂ֲהְֿכח⚥կ

խכדծぢֲֿד㹋ꥷ✲➬ח鋅גֽא⡲
ג崞鬨כדתזחֲ״ׅծזו麣
鴬ַךկ暴ח꽎㖈ךד➂⦐ֻזכד䮋䨌
罋ִ儗ծׁזתׂת㔭ꨇ䖉ְגֽ「
㉏ךؠؽ겗ծ鎉铂ך㠖ծ➬✲ח㼎ׅ⣣
⦼錁ך麩ְוזկ㣟噟桦ך넝ְ؎لأٝד
כծ㢩㕂➂暴& ח6 㕢㢩⸤⫴罏ך꧍欽ח
㼎ג׃劢ח괏䔲ָ䓼ְ✲ך㹋֮דկ
㺁僒ז麣כה鎉ְꨇְָծ〼ְִ㣄Ⱗח
⡤䚍٥鎘歗䚍ָלז֮הַ׃ծְְ
䠐ךה➂➭ד㠖ָ؎لأְזٝכծ⸔ֽג
ֻ➂鋅ְׅװֽא㕂ה鎉ִ
ծ剑⡚ꣲ؎لأךٝ铂ך腉⸂כ䗳銲ח
ֻגזկ

խ➙㔐《勞ח䘔ׄכ➂ֻגծぐⴓꅿדծ
⦐➂؎لأדٝח䮋䨌➂׃կֲ
➂כծ؎لأהٔغٔغٝծ儗כח傈劤➬ד
✲ְג׃זֿկג׃剑䖓ח䲓鯹ְג׃
䎂䀤ׁכծ➙חׁתծ➬✲㹋植ׇׁ
؟חٝ٥؍ذأغإ،ٝד䮋䨌⚥կ
խ傈劤זָ֮ה叟➂װ湡孡ֿׅח
ֻזהծ㹋湫ח㣄〼ְִծ荈ⴓך䩝腉
涪䳸הְ׃罋ִזծֿך暴꧊铣
䖓דծ֮؎لأמזٝךפ䮋䨌罋ִ
גג妜ְ׃կ

* 外務省が毎年実施している「海外在留邦人実態調査」によると、2018年10月時点の在スペイン邦人数は8,192人（永住者3,006人、長
期滞在者5,186人）で、5年前の2013年10月
（7,547人）
から比べると8.5% 増加している。中でも長期滞在者は7.4% 増加。
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CASO

Minako
BARCELONA

Traductora e intérprete
通訳・翻訳者／バルセロナ在住

ぶれずにスペイン語一本でやってきたが、
仕事は多く常に忙しい毎日。
そういう運命なのかな、と思っている。
バケーションはどうしていますか？
仕事をどのように
実現させましたか？
㷕欰儗➿شٗإٕغח殅㷕ְג׃儗חծ

➂ךגב稱➜ד恟歗ך缺鏬װծ㡮⮚ך怴䪮

䭷㼪ךוז،ٕز؎غ㨣׃תկ䔲儗ַ

כشٗإٕغ恟歗俑⻉ָ傢渿׃דկ恟

歗דתכ荈ⴓֻ״铣ָ׃תְדծ

ٔؿ٦ٓٝדךזأ傈㸣Ⰻח⠅ְֲה

傈ׇת֮כկ㢙ח䌓㕂׃儗אָ
➬✲׃ծ剢כ傈劤ד㣐ꆀך缺鏬➬✲ג׃

ְׅתկ؎لأٝד㹺做偆遤ְגַֽ⳿ח

儗ծךさְג׃《װך✲➬ח

דךծ偆遤⚥ה✲➬כ偆遤⚕ך倯ֽז׃
זַדךְזְֽל䘏ׅדְ׃կ

⡲ㅷآتװؿٔإז׃ֶַזַכג״ח

ٍٖꥷꣲֻז鏬ׁךַזְֽכגֻז
Minako さんが学生時代によく読んでいた
スペイン語の哲学、文学作品。

スペインへ行くことになった
きっかけはなんですか？

דծ➙ה׳כ蕱䩛ַ˘˘կךٗف鸐鏬٥
缺鏬罏ةأ✲➬ג׃ה٦כך׃ز㔐湡

ך殅㷕ַ䌓㕂湫䖓կ鸐鏬٥缺鏬⠓爡ח涫ꐮ

「✲➬ג׃岣׃ծًؗג׃ֻל׃ַ

ח؝ء䎃⼱忔㖈ג׃鸐鏬٥缺鏬׃ת׃կ
䌓㕂䖓כ傈劤ד䎃וקծ醡鸡噟ծ㸼Ⱅ䎟װ
ⴡ䨽Ⱅךוז涸堣ꟼծ铂㷕㷕吤⟰ד噟ぢ

ֽ؎لأךٝ铂ך闌䌌ծ/), 《勞ך鸐鏬ז

㣐㷕「꿀ך䭷㹀吤䱿讂単صػأ؎ח،铂

˘˘ו㢳䀄ח噟歲ד鸐鏬٥缺鏬噟

ֲ갟ֹח䟦ַծ❨鿪㢩㕂铂㣐㷕Ⰵח㷕կֿ

זתׂתׁח噟歲חꟼחֲ״կ䎃

׃ת׃زկ㣐㷕儗➿❛כח䳔殅㷕ד䎃

㣗ך✲➬ך鿪さُثךأ؎أד٦ٔחؼح

؎لأٝ铂㷕猰ָ֮չ؎صػأ،պְה
ַֿծ؎لأٝ铂ח䩧鴥➂欰ָةأ٦

شٗإٕغ荈屚㣐㷕פկ植㖑ך欰崞ٕ؎ةأ

׃ת׃זֿկ䖓ٔؿח٦ٓٝأ㨣ծׁ
ח床銮׃ծ٠剢ٔسوוק٦דس凃׃䖓ծ
䎃忔㖈կأ؎أ儗➿「✲➬דزحط岣׃ծ

װ㬗嚂⳿ה⠓ְָזծꬊ䌢׃הןךןךח

؎لأٝ⳿ח䓸דךְג׃ծגה䘏׃

♧䏝ずׄ㣐㷕פ䎃殅㷕կ䎃湡؎لأכ

䎃凃׃ծ䎃חشٗإٕغח䒷馉

殅㷕欰崞鷏ֹדָהֿծ⼼噟䖓ծֲ

ٝ铂ُءحٓـזׁך،ָفح湡涸דծ

䎃湡ַכㆸ俑ך䱇噟ך耮闌ةأ٦ת׃ز

׃կ؎لأٝ铂כծ⹈䓼גְג׃嚂ְ׃鎉衝կ
⹛鑁ך崞欽דְ鋙ִגֹדָהֿծה

ג荈ⴓחさְג鎉铂ְֲה挿ָ㣐ַֹ

יׅדկ

ְ儗劍׃דկ䎃ٔسوח٦חس䨱ג

ג׃׃植㖈ח荚ׅתկ

➬✲ֶך㹏ׁכծַׅד➂זו

؎لأٝ➂խ傈劤➂
歑䚍㥍䚍

⚺ז䎃룳㾴։➿

؎لأٝד䎊זׇ澓

スペイン暮らしを振り返って、
性格や考え方に変化はありますか？
㣐ֹז䕦갟ָ֮ה䙼ְׅתկ؎لأٝ

ח⡝הְדծ僇ה➂ְ嚂❛ֻ׃崧

ֻזכדֹֽדծ儗כח䬧窫װ䙫ך䠬

䞔爙ׁׅתָ֮הְֿזְֽכגֻזկ
傈劤חֲ״ך導럀ָ㼣ꅾׁ㕂ֻזכד럀

הְג荈ⴓך䠐鋅ָךׁזהְז
דծ傈劤ַ׃濼ְז갦ך荈ⴓַהׅꥤ

ⴓ׃הֹכה䓼ְ䚍呓הזח䙼ְ

➬✲״ד㢳ֻך崞鬨ٍثךٝהָֿ֮أկ暴הְג׃✲➬ךֿחծ兛媮כꟼ⳿ךה➂ְז⠓ְװծⰅְז㜥䨽ח遤ֻֿ

ׅתկ♧ך倯⥋ד걾➂ֹדծ㹺做➂װ

ָׅתָ֮הֿծ؎لأٝכծ荈ⴓָ荈歋ח欰ֹך➂➭ְַ荈歋勲簂ְז׃ծְֲה罋ִ倯ָ⚺崧דծ荈䊹顑⟣ד荈歋ח

ֹהזחֲ״䙼ְׅתկ

דך֮ה鋔ꅿָ䎢ָׅתկ➂➭ג׃ㄧ湡ָ㼰ׅדְזկ傈劤הծ➭➂ך䌢陎ך眔㔲ַ㢩遤捀כ䕦דꬊꨇׁ
崞⹛ׅתֹדկ
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バルセロナ北部の海岸コスタ・ブラバは、
お気に入りの場所。

スペイン情報誌 acueducto

ח㼎ֻ׃⮚ח♳⟃דתֿכג׃ծ㣐✲דח

ַׅד➂זוծכֶׁ㹏ך✲➬

仕事をどのように
？実現させましたか

➭ך؎ٝ➂խ傈劤➂խلأ
歑䚍㥍䚍
➿䎃룳㾴։ז⚺

ֶ㼐חֽ؎ٝ➂ぢلأծכⴱ吤䔲

կ׃ת׃欽䠐ؾءٖㄤ굸ז♧菙涸ろ

ؠؽ٦رٔمؚٝؗٙ٦ך؎ٝلأכ갦ך

ծדךַזתָ
ؠؽٔمٙ٦ךخ؎س׆ת

ي٦ـㄤ굸ַ䎃갦וֲ׳؎ٝلأ

ծג《
ָזן㷕חず儗⻉굸俑ךخ؎س

➂ծ傈劤דְֻծ嫰桦כկ植㖈׃תְ

،ٝծ؍ذ
ծן㷕؎ٝ俱椚لأדشٗإٕغ
أ

➂ֻג鸐ח攦䗰ַⴱծ䔲גָ֮

ㄤ굸כח➂؎ٝلأծ؎ٝ俱椚لأכח
ⴓⶴכׁ欰䖝ך➂կ傈劤ׅתְגִ侄

ꞿ劍ח؎ٝلأד椚歋זתׂתׁծדָ㥍䚍
歑㥍嫰כ➂؎ٝلأ➂կְג׃凃ד忔㖈

⡲ה⟗חٝؤ٦ءأوأؙٔծד⼱ղכ

կ׃ת׃忔㖈ח؎ٝلأ
ծسٔ٦سو
أغإٝ٥؟
ծכה㣗ך➂؎ٝل
կ׃תְ⳿⠓ח갦ךֿ
ٙ٦

ծ׃♧傉䌓㕂ד⤘ꟼךؠؽכٔ穄✪䖓م
ד傈劤
⫴ֹծד٠剢崢黎
لأדؠؽ㷕欰ח䎃僰

٥㔐刿倜䖓ךכؠؽⱄⰅ㕂կ㷕欰פ؎ٝ

鷏䙼ְ㾶娖剅הֲ⡲㛇湍גְ⫴ח⟰噟

⻉굸俑ך㕂ךֿծג׃凃דぐ㖑וז٠剢

״כְֲֲ㜥さծדךְ➂؎ٝلأֲ

ָծׅדך׃⹛㽟耵崞ך秈⼱䎃גֽ竲
穠

דկ植㖈ծ荈ⴓ荈魦ׅת֮הְֿ

ծַָ
ծ气חה䗰魦
װךⴓ荈ז

؎ٝلأծע㷕חׁ؎ٝ俱椚لأ
⹈䓼⚥կずׄ俱ג׃ֶ齫눤ח♧菙㹺䏬ך➂
דךזָ殯זַחה׀㹺䏬ד椚
կ״ׅדְ涯

؎ٝلأծח䎃ך➿ַֽկ瀉㣐儗ֹ

կ׃ת׃؎ٝ殅㷕لأוק䎃חע㷕铂

ٔկׅת勻חן㷕גׄ䘔חزٝك؎ծוזְ
䯢ֹ倯闌䏟ג׃⣛걾חؿؑء➂ְ傈劤׃鑫

➂ך⚥⽂碛ד،ًٔؕ殅㷕ך➿넝吤儗

䭯莆ח؎ٝ铂لأָծך׃❛崧ה

ⴖחؠؽ㭴㪝דך׃穠㭴חָ䎃׃ת׃
ּծׅג׃ⱄⰅ㕂כկ㹋׃תִ剏
♧菙כ׆ת

ְהְծֹ䯢눴כח⚥ծגְ٦ة٦ؾ

スペインへ行くことになった
？きっかけはなんですか

㽷ծ
הְֿזִג׃ח湱䩛הְזָؠؽ⸤㽟

䙼ְծהֲ״㨣✲➬ְ
لأח䎃剢

شٗإٕغ٠剢ծؖٓو٠剢ծسٔ٦سو

ְג濼ד傈劤כկ植㖑俱椚׃ת׃涪鋅

ךְגזָ殯זַה؎ٝ俱椚لأ
כ瀉㣐⼼噟䖓ג׃կ䌓㕂׃תֹ끅גהד

ךָծ굸׃תְגְאח䎃ً٦ؕ٦耵

կ׃ת׃吤ㄤ굸侄㹓ךֽ؎ٝ➂ぢ
䖓ծך

חٔؒ⼿⠓يا䙼ְꅿ蝲הְ׃鯄耵חⴓꅿ

կ׃ת׃✪⥜أ٦؝ٕشّءحؑؿٗف锃椚㷕吤

կ׃ת床ח؎ٝلأןⱄד娕ח䎃

ծָז׃⚺㹫؎ٝ俱椚侄㹓لأךֽ傈劤➂ぢ

三浦さんの日
本人向けスペ
イン料理教室
、では
本場の味
。を教えている

ע㷕ג׃⻉暴ח؎ٝ俱椚لأ䖓ծ

、スペイン人は堅苦しくないけれど
。特にマドリードの住民は強くそう感じる
。この街は日本人を含めてオープンな人が多い

？バケーションはどうしていますか

ח⠅傈װّٝء٦؛غז♧菙涸ך؎ٝلأ

偆גהחկ猘ׅת׃偆遤דծ㹺做גׇさ

、スペイン暮らしを振り返って
？性格や考え方に変化はありますか
կׅתְג׃Ⱟ噟✲➬זְְכ➙ծ猘

կׅת㢌הٔٓؖכ

澓זׇ䎊ד؎ٝلأ

ךדぐ珏植㖑חֽ㖈⡝傈劤➂ぢسٔ٦سو

鿪⠓ךוזشٗإٕغװسٔ٦سوծכ؎ٝلأהץ嫰ח傈劤

˘˘וז鎸✲㛁瘗ךֽぢؙحـس؎ؖװ꧟钞

׃Ⰵ䩛ח♨㻝ծ遳騟埠׃侔娄Ⱅ㕦הןךה

ًؚٕ⪵ծ偆٥ךزٝك؎ׅחַ鞢欰崞
ָ➿儗׃⸤蕱ג׃䱱✲➬ד؎ٝلأ僓ծ

鎉כ  /0גֻ׃䘏חծ㛇劤涸דך֮

갦ծְג׃կ俱椚殅㷕ׅתְג׃חֲ״ְז

حط٦ةծ؎ٝגְאח굸勞ך؎ٝぐ㖑لأ

ָ䗳銲ׅ䱱ד⸂ֻ荈זָ䞔㜠זⴓ⼧חز

؎لأ㖈ִさ׃鑧ד植㖑ד麓玎ךծ֮

ⴓ荈ך➙ծזְְִ⳿⠓ה➂ٝ傈劤
ָ➂ֽ⸔➂傈劤勻ח؎ٝلأזְ
ծ倜כ➙ַկ׃תְ䙼הזְְלְ

䗳ח琎噰涸ח➂勻גװחسٔ٦سوח

أד➂荈魦ךכ⯓ךծגִ♷䞔㜠ז銲
䙼הְְծִד׃嚂؎ٝ欰崞ل

կׅתְג׃ز٦ه؟ג

9

חꬊ䌢濼⻉굸俑ךה׀㕼㖑ךכ遤

⻉ծ굸俑דֻֽ儗遤דְְ堣⠓կ鮦
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㶨⣘חկ傈刑傈ׅתׄ䠬חֲ״ְג儗ָ崧הֻײד

ֽ⸔גָ꽀ֽ㺔➂ךワהحٙד鯄ד˘˘铩ַָ麣

ծֽ⸔➂ךך湡גָ֮✲秈勲װ✲➬ծה鋅ךְג
կ׃תׄ䠬הծזז㕂ׁ⢪ְ倯ָ鏩ךְֲֲ儗

♲嵙帾ꨒ

Miyuki Miura
MADRID

2

CASO

Profesora de cocina
料理研究家／マドリード在住

スペインへ行くことになった
？きっかけはなんですか
ֻזחؕ٦鼅䩛ح؟ٗفכ猘הה

կ׃ת׃؎ٝ殅㷕لأד娕חծ䎃ג
؎لأד㣐㷕װ铂㷕㷕吤ך植㖑شٗإٕغ

私自身も
」「好きなことを好きな場所で
、という考えを持っているが
スペインはそれが
。実現できる国だと思う

ثזְְծָזן㷕ؕ٦ح؟הٝ铂
ל⿹כָ穠卓׃תגֽ「زأذךي٦

ך؎ٝلأ儗ךֿוֽ䌓㕂կחծ䎃䖓׆

鼅ךٗفכծ➙䏝Ⰵח؎ָٕ孡ةأؿ؎ٓ

կ׃תִ罋הֲ䨱גזח酅倯ִ佄䩛
㼔⼔㷕خ٦هأד傍珗歊㣐㷕כח殅㷕

ַג׃䗁㷕חָծ䌓㕂䖓ׅדךְג׃余

⳿⠓ְծה侭⡤װ䭷㖇ׅ屚氺孡ד䪮遭ך䩛
ַד琎穗꿀ך㣐㷕⼼噟䖓ծ侭⡤䌌
կ׃ת勻ח؎ٝلأןⱄד娕

、スペイン暮らしを振り返って
？性格や考え方に変化はありますか
׃嚂ֻծ➂欰זכד➂欰ךֹ֮✲➬

ְֿװכדֿֿկ׃ת㢌ח✲➬ך

דךְ➂ָ㢳ְג׃荈䊹㹋植ג׃鼅䫛ה

ְג׃⹛蔓遭崞ח荈歋ד麣畭לִהկׅ

、中井さんのクリニック内の個室は
。和風テイストの温かなインテリア

⚥❁穗顭

Tsuneyoshi Nakai
MADRID
中井さんから
』『acueducto
読者へ特別に
」「自宅で簡単にできるペアマッサージ
の
動画
）（スペイン語解説付き
！！公開中

׃הֿזծ涺ָ㻂㺁կג׃㼎ח➂
鋅ד湡ז䪟ⴻ涸ה˘˘חךְז־珩ג

կׅ㼣ꅾ鹌騟ָ鼅ֻծזכדך
ծַֿ
ؕ٦ح؟ְ넝ךٕكٖכד㕂ךֿ
ֲַկ׳׃דְזכדךא蔓遭㹺ָ肪װ鼅䩛

ַׅד➂זוծכֶׁ㹏ך✲➬

➭ך؎ٝ➂խ傈劤➂لأ
歑䚍㥍䚍
➿䎃룳㾴։ז⚺

כוהק ךֶׁ㹏ׅ勻 ꤍג ⴱ

3

CASO

Masajista
整体師／マドリード在住

仕事をどのように
？実現させましたか
鹈忔דⰋ鿇חشٗإٕغהسٔ٦سو

זֻ״ծ屚勻חؙحصؙٔך չ:PTIJ

זֲ״ךկ植㖈׃ת㨣⹛ծ㽟耵崞׃㖈

؟ד䪮遭آ٦؟حوךせזוכկ䕹ׅ

պػإٔؕ؍رًչ4QBװչ'JTJP暟椚洽岀պ

הֿ鋵䧸ָ鎉װ➂ծ׆ꟼחְ

ז㖑麣ךָזן麊駈ח晙䩛ծ㖑㔳גץ

ְג׃䨽剣傈ծ傈劤鮦֮תկ׃תׄ

ֲ״ֽ➰⽩韋ⴓ荈ד׃ծ㼰ה㾶娖剅כד

כהֿךծばַկְג׃⥋걾גה׃

侭ֻג׃ֲ꧍欽הֲה갦ծְ㔐ֻ⟝

ַֹծֻג鎉הպ״ׅ⥋걾ַ

⫴ֻל׃דֿկ׃ת♴ָؠؽ⸤㽟ח

ֲ״ךծ猘תאկׅתְגִ鋙ךזֻ

וֽ噟կؙحصؙٔךⴓ荈חسٔ٦س

կ⠅ׅתְֲ֮䠐鋅הպזחأ

ծכךְגֹד欰崞ד㢩㕂גװֲֿ➙

ֶג濼והקכ㶷㖈ךכד؎ٝلأ

կי״ׅדְ涯

ְה➂կ傈劤־ֶַך⸂⸕ך➂傈劤ך➂⯓

？バケーションはどうしていますか

ָծ剑鵚׃תְד٠剢⠅ח㢙כ僓

ך✲➬ה⠅瀉簭٠剢ח鹈גִ֮כ

כ➂؎ٝلأկׅתְת׃ג䘌倯װ

ת鏝ד➜稱ךַ➂ְֲծהպ鎉ה
זְג׃椚鍑כַֻ帾ְג׃䲿⣘أؽ٦
䠬הז⸂ךى؝ծⲟְ〡כךׅ勻ꤍדֽ

٦؛غָծ涺ׅדְ㢳➂⠅תת٠剢

Ⰻ㸜׃ְז㠨כ鮦ךָչ傈劤ׁ䝕罏

ך✲➬ך➂؎ٝلأְկומָ؛نծ剢גְ

ְְכ暟ך➂傈劤הֹծוְֽזַ

⠅ַ׃ח⚥ّٝء٦؛غչכח⚥ծ

״ָⴻ鐰ךַ㾴ִ顠傈劤鮦חծ䚈חֽ

ٍٝثأطآؽזֹ㣐ךֽ僇ծ⠅גֹג⳿

ꫬ䎃ָծַזְג䭯⡦כⴱ䔲勻ז

ג䘌ַׅأ٦لך✲➬כֽّٝ僇ء
խכדְַֻ剢כך䨱ח⯋ָ欰欵䚍

ָ؍ذؽ؍ذ؎ؙؒٔ涪䟝ծזծ荈歋ַֿ

ծד罋ִ倯ךפ✲➬ךַֿ㕂《ף

ךآ٦لְ儗➿կ؎ؒٗ٦ז(PPHMF 嗚稊

锃侭⡤ꤍךⰻծ䋐ָזְ鷄ְֲ⽃铂ה

⯓㉏կ鏝״ׅדַֻծ呎䚍חהկ׃ד׃耵䱱

״ֶֶկ׃ת䌓גְ縧떺ծ䫓ה
䎃䖓ַג勻ח؎ٝلأծַא⡤ꤍָ鋅

وדծ娕גִ剏ⴖחؠؽ荈㌀噟ַגְ

ծכ䏄آ٦؟حوװ侭⡤ꤍְג彡ח傈劤

ծוֲֽ֮䪮遭ך荈ⴓ荈魦

ָ➂ְז濼嚊䙀ךآ٦؟حوծ屚洽׆

גַׇ㾶ְֲ♴꼽ה⥋걾חדׅծדֲֽ

屚洽ד׃㼰דֿկׅת׃⸤蕱כחךׅ

ְז׃⸂⸕חֲ״ׇ床ח➂ך如תٝز

կ׃תזחֲ״滠

غךծ猘荈魦ַկׅדךְג

կׅתְג䙼הְזְֽה

侄肪嚊䙀ךחׁ䝕罏ַկׅד⼱㣐

涯邅כ⚥✲➬ծחֲ״ְׅװ׃آ؎ً٦

澓זׇ䎊ד؎ٝلأ

׃הֿזֹ㥨ךⴓ荈לֽ➰ָ穠卓ծ孡ֹג׃ְ鼅䫛ז׃כהְֿזֻװծג勻גװח؎ٝلأד麣鼅ךⴓ欰崞Ⰻ菙կ荈

կ׃תְגזחְ➂欰׃嚂ֹ欰ג
スペイン情報誌 acueducto
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仕事をどのように
実現させましたか？

スペインへ行くことになった
きっかけはなんですか？
猘כ䎒㼰劍ٖؒغؙحءؙٓחծ㣐㷕⼼噟

猘ך㜥さծًٓؿٝ؝欰崞竲ֽח

䖓⚥ח㕂娀遭统ְծ䎃갦➿ך䖓⼱

ًٓؿٝ؝錁ח勻כ➂ֻגծ傈劤ק

ךו纏椚甧ׇתָ֮גկ遤ֻ״ծ遤ֻה״
〡秈勲ג׃孡ָ⛦ְזծ⡤锃ָ䝤ְծ궪

ח遤ֻծךוז椚歋ד勻הְֿז䔲
կ鷞ח勻✮ְז㹀חך勻הֿ

倜✲➬ז䱱׃ת׃կحو䷐֮כ׆ת

ׅ֮תկ䕹ⵛכ齡涸ⴻז倖㣐✲׃חծ

銲䚍䠬ׄծؽإ٦ٍٔך䭷㖇㼔㷕吤Ⰵח

ִׅתְגկ䭷㖇؟حو٦ךآ꧊㹏כծ⥋欽

⡦ך➙ָךׅ荈ⴓגהח剑葺ַ罋

ًٓؿחٝ؝㨣׃תկ劤㜥ًٓؿדٝ؝

؟٦⹈חּׅךךגװآ䓼ך䗳

㷕䞔㜠罋ג׃ח㷕欰《ؠؽծ䎃

㷕կ؎لأٝ铂♶ך荈歋ךך֮כծؙ

DPOBO[Bָ銲կַֿծה➂כ׆ת

䎃ַ䭷㖇؟حو٦آ䌌ةأ✲➬ך

갦✮כ秈ٍؗةسׁٝծ傈ٔח

⥜遤הְ׃䙼ךؙحـس؎ؖדך殅

ז濼ֲג䗳銲ָ֮׃תկ㨣

剢ח،ٝءٕت،ך䊜鿪ؽإ٦ٍٔפ遤ֹ

ًٓأ٦הֽ⸔ךز荈魦ד⸂⸕ך搀✲✪⥜חկ

꣬ծ植㖑ח忔㖈➙ג׃䎃ד䎃湡ׅתזחկ

٦زկתծַגא傈劤ד傈劤铂侄䌌։

؎وٝךس鸬窃הְזⰅ䙼ְ⳿ֻג׃

㖈傈劤铂侄ִׅתְגկ植㖑㷕吤ך꧊

⡦䎃ַ竲ֶֽחְֲג㹏ׁךה⥋ח

ٖأحٝד侄ִׅת֮הֿկًٓؿٝ؝

׃תזחֲ״կ

׃תկכ׆ת䎃ה罋ִָ׃תְגծ⟃

䎃דךְגծך穗꿀欰ַג׃植

⚥闌䏟䬐䔲ל֮הֿׅծؔٝٓ؎ٝ

تٝ؟٦ծ䭷㖇؟حو٦آ䌌ծ傈劤铂侄䌌ך

劤变ד欰崞׃ծ✲➬ךꆀٓغךٝأ
כ剢ג״ח㣐ֹֻ㢌ׅתկלִהծ㢙

כ䭷㖇ֶך㹏ָׁ幾ך鋅馉ך➭ג׃

✮ךא㹀㢳ׅתְגⰅחկⰅٕؤػ
剏ִג׃חֲ״ծֻתֲ✲➬ךא䧭甧

ׁׅתְגׇկ

ַזծָהְֿה㢳ַָׅדךծ

걾ꟼ⤘ָגֹדծぢֲַֿ✮秈䘌ְז

2017年、トリノの
レジオ小劇場で開
催されたフラメン
コ国際コンクール
「Flamenco Puro」
部門別の決勝の舞
台にて。

➬✲ֶך㹏ׁכծַׅד➂זו

؎لأٝ➂խ傈劤➂խ➭ך
歑䚍㥍䚍
⚺ז䎃룳㾴➿

地元のバル、
ライブハウスでの小規模なフラメンコショーは、
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鿇椚㶨

Riko Katsube

事前に宣伝はするが基本的に前売券は販売しない。
前売券を買わない
（＝先の予定の約束をしない）
のは
セビーリャでは珍しくない。

SEVILLA

Bailaora de flamenco
フラメンコダンサー／セビーリャ在住

バケーションはどうしていますか？
勝部さんのフラメンコ活動は、地元の新聞
『Diario de
Sevilla』
（2018年7月5日付）にも紹介された。

スペイン暮らしを振り返って、
性格や考え方に変化はありますか？
䚍呓כ㢳㼰כ㢌יֲ׳׃דְגֹגկ

傈劤崧ך孡黎ְַ㢩ְֲַהֹגծ孡

װהֿזח毟㉏挿חּׅכ〡ֲ״ׅח
׃תזחկ傈劤➂ָ孡黎גչֿז

ְזֹדהպַװה镘ֲת׃ג儗ծ
չו

⦐➂דךְג׃✲➬ג׃הծ暴ח⠅内劍

ֲג׃պ
չ黅䣁ח׆ׇ耀ְחךְְպה

㹺做ח⠓ְח遤ֹծ傈劤✲➬ד
ػךٖ؎غ

ֿׅתָ֮הկ➭㖑倯ַؽإ٦ٍٔח獳

傈劤铂ؔٝٓ؎ٝוזأؙٓ
竲ֽׅתְגկ

٦ٍٔ➂כչ،חةٕؒؽ鋅ִٓإוֽ

ׇת֮כկ♶㹀劍ח٠剢וק䌓㕂ג׃
ؓؿ٦وٝأծ
ٙ٦فحّءؙծ
ءؙٕ٦ّآծ䭷㖇ծ

؎لأٝד䎊זׇ澓

`/PQBTBOBEB孡זׅחך礵牞ׅתֽ⸔חկ荈ⴓד

瑱鴥דծ؎لأٝ➂ך椚㾄ד鎉ֲת׃ג

⡝؎لأٝ➂鎉ֲָֿׅדהծؽإ

٦تպկⰻ鰵ֹג⳿ַזַזַؙٕ؎؟ך

׃ׇתծ剣せ' זFSJBEF"CSJM僰牸
ؽإ٦ٍٔ➂ךך爡❛㜥ׅדկ➭➂⚥ך

כ帾ⵟה䙼㉏ְג겗דծ鎉ה嚂㣓涸ח

דךְזֿגⰅדתծְְ䠐ד佝ֶג

ך괏㕼כ孡ׅתְגⰅחկ➬✲ך䖓ח饔ٙ؎ٝ繟ְ׃

荈ⴓַׅדזהְזְַ؎ؚ؎ؚկ

זծׅת׃הحمկ➭כחծ傈ָꞿֻג劉兓巛ؽإְ׃٦ٍٔ
֮זծה䙼ג궪澓㥨ֹկ

ְָׅתִגծ鷞ח䎁幧ג׃妜ַ׃

acueducto.jp
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スペインへ行くことになった
？きっかけはなんですか

、スペイン暮らしを振り返って
？性格や考え方に変化はありますか

湡䭷ؕ٦鼅䩛ح؟ٗفכח➿㣐㷕欰儗

תָ֮鎸䥉ְג׃✯畸כ儗ְח傈劤

גׄ䠬⸂㖇זֲ״ְג鶕חַկ⡦ׅ

䭯ـؙٓչדًتָָծ׃תְג׃

כ⬁ծדךְָ倯ך➂珏זְկ׃

㣐㷕顕项ꆃך䙼ְծהֲ⡲ד

ִ䙼ה遤ֲֿծחծ如ְַזֹדכהְֿ

䞔㜠ד⩸ך✲

ⰻ傈劤㕂כָ⳿涪挿կ䔲儗ך䙼הְպ

תזֻזכג勻ח؎ٝلأָծ׃תְ

➬կ׃ת׃⼱䎃ד⼼噟䖓 *5 ⠓爡ꤍ

זֹדכְ֮ծְְד䕹כծ䕹⬁

䭷זְְחך꧊

لأד麓玎ך遤ֹծחְ⠓חꟼ⤘罏װ㼪罏

կ׃תזח嚂כ孡זַדֽ

㽵䃵ⶌ㡦

Tsuyoshi Osaki
VALENCIA
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הֻֿ֮⳿⠓ְָ㢳ךה倯ղך؎ٝ㖈⡝
寸䠐կ䎃剢ծֹ؎ٝ遤لأծַ

ٖٝغ遳ךⰅ㕂ծ㖑⚥嵲דؠؽ㷕欰ח儗ך娕

կ׃ת寸ח䬿挿ך欰崞،ء

Entrenador de fútbol
サッカーコーチ／バレンシア在住

レバンテ UD
クリニック大
阪での指導の
。様子

。サッカー指導者の99% はスペイン人
、だから
私のようなアジア人指導者は
。かなり目立っていると思う

？バケーションはどうしていますか
ַׅד➂זוծכֶׁ㹏ך✲➬

➬ג׃䌓㕂ח傈劤חןך⠅内ך؎ٝلأ

㨣תָ䨌ؚٔ٦䨱ח؎ٝلأծ׃✲

⠅תהתծדךזְֲ傈ղה˘˘ת
荈ךⴓծ荈կׇתְג《והקכ

ٖغְג׃חծ䬿挿׃ׅתִ儗ָ⢪ח歋

؎ٝ➂խ傈劤➂لأ
歑䚍㥍䚍

➿䎃룳㾴։ז⚺

קךث٦؝ךي٦ث،صُآך،ءٖٝغ

ؙ٦ծ傈劤ة٦ط؍ر٦؝ַծ顫僒ծ殅㷕٥黅䖄

⹛崞ג׃הث٦؝زٝةأء،דـؙٓ⯋
Ⰵ㷕ח䭷㼪罏㷕吤ח䎃䖓ךկ׃ת㨣

**أٝإ؎ٓؕ٦䭷㼪罏ح؟䎃鸐ְծג׃

ثך׃⳿㜥דתⰋ㕂㣐⠓װؕ٦䭷㼪ح

荈חֹծ㹋ꥷְגׇׁ⹈䓼ָז琎

ְג׃㤍秈ה6%ذٝغٖך،ءٖٝغכ

غכ⯓ծ㤍秈ד䎃湡ג勻ח؎ٝلأכך

կׅתְ䙼הְגֹד穗꿀ח傈䌢涸

植㖈חׁ湊漚ծ䭷㼪罏ぢֽ闌统⠓ծךي٦

կׅתְגז遤⹛ّٝ崞ءٌٗ٦فךדך

㶨⣘ך؎ٝلأծכגְאחؕ٦䭷㼪ح؟

ֹֻ㣐כ倯׃儗ծ䱸ִ侄㶨⣘ך傈劤ה
ד؎ٝ铂لأָծ猘כד؎ٝلأկׅתז殯

ֻגיꅾ㉏颵חׁג׃㼎חהֿ׃铡僇

ְֻկזְֽלֽז㊯ווծדך
גהָկ騃ꨄ䠬ׅתֹ؎ؚ؎ؚדהְֿז
מְֻג⡲暟ח♧筰כ⤘ꟼךה鵚ֻծ䕹

ծח⚥䭷㼪կ猘荈魦ךזֲ״ך㹺做ךאה
澓זׇ䎊ד؎ٝلأ

㖑ַ傈湡גְ滠ח،ءٖٝغծכ׆ת

կ嫣䎃㢙ׅתְג׃Ⱟ噟٦ؠ؎غس،ךـٓ

؟ךפծ넝吤欰ג׃䌓㕂ח傈劤כ䎃劣䎃㨣װ

スペイン・バレンシアにて自チーム
（トレン
）テ CF の U-19
。の指導をしている尾崎さん

仕事をどのように
？実現させましたか

ךדـؙٓ䨽㾩ךֿկ׃ת׃《䖤דת

ֻ㢳㜥䨽זׯ׃ֶװⰕ㕦זֹ㣐כ،ءٝ
כהְֿ׃ծ嚂דךזְ橆㞮ׅװ׃ג㶨肪

。スペインサッカーカンファレンス in 横浜での講演の様子

חּׅחְ✼ֶַ֮ծ⡦ַז㹺做

׃ֻ״ְֲ鎉ְ倯ה⢪ֲֶծ⸔ֽさֲֶծ孡

穗꿀ךג׃הث٦؝زٝةأء،װ鑐さ錁䨌

ׁ⟣ي٦ثג׃ה痥♧湊漚גⴱָⴓ

կ⟃勻ծي٦ث،صُآךـؙٓ遳ך،ءٖٝ
؝娄ֹծ床ـؙٓךאדת䎃植㖈

կׅתְגֽ竲ث٦

ִ剏ⴖחؠؽ⚺⦐➂✲噟ַؠؽ㷕欰

׃⸤蕱חֻꬊ䌢זָ䞔㜠ך㢌䳔ךծכ儗
ָ➂㢩㕂כד؎ٝلأְ넝ךկ㣟噟桦׃ת
䙼ה㤽ֲպչ꧍欽הׅהֲ《ؠؽ⸤㽟
然꧍欽ך➂؎ٝلأלִהծדָ

农ךוזְֻח鸐הְז׃歍锜ד♳׃⥂
彊⪒ծⴖ剏ך剅겲ךֿծָ֮⟝勴ך럀

ׂ걾䒔隊㡦חִ䲧⟝勴ך

ְג䢪ִ侄כ㶨⣘ךկ傈劤ׅת

ؠؽ⚺⦐➂✲噟גַֽկ䎃׃דׇת䖤

ח㶨⣘ך➂ָ傈䌢괏兝կ㢩㕂ך隁䌎חׯְֶָׁׄ

կׇתְֽלֽזֽ竲ծ猘ָ㊯ד䠐ך

ծ植㖈׃饯噟ד،ءٖٝغה٦شز٦ػأط

➭דկְְ䠐ׅת׃ֻג׃װֻ֮גַֽ׃鑧

կׅתׄ䠬חֲ״ְגֹׁ简䒷ֹכ

גה넝룳罏ה㶨⣘כֿֿկֿה《חⴓ⼧儗ךה㹺做

⯌ֶⰅֻׁך؏٦زةדⰻկꨵ鮦ׅד㕂ֻג׃⮚麀

ַֽ鋅ׯծ饔ד➂➭ך׆濼׆կ鋅ׅדְ׃⮚ג׃㼎

կׅתׄ䠬הְג׃ג㶨肪ד㖑㚖Ⰻ⡤װֻծ遳זָ㘼呎ךה➂

ⴽַ䡾䏝կך「ֽ魦ג׃㼎חןծ㷕דך

דְֲ甧㜥ה欰䖝պהչ䭷㼪罏כ⤘ꟼךה䕹

آؽך➂؎ٝلأ⳿⠓ד植㖑ג׃《䖤

կׅתְגֽ竲✲➬ד✳➂♲膂דת

スペイン情報誌 acueducto
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どんな仕事を
？しようと思いますか
ָ֮ؤ٦صזוד،ٝ؍ذأغإٝ٥؟

➂ךծ植㖑הְג׃偆ג׃ה䊡爝罏

ח؎ٝلأדֿծגֻג׃ֻ׃⮚גהכ

ّصٗ٦ؚٗկ׃תֹ䫴ְ⽩韋׃倜ת

זׁ㼭גה⳿⠓ְծחأّثٝؾגⴱד

スペインへ行くことになった
？きっかけはなんですか
٥؎َ٦؍رؐؖךծ䎃כ؎ٝلأⴱ

ץ굸ٓٝزأٖװٕغזְְַ罋ִծ

ְ׀ׅךח䞔攦ַֽפ暟ץ굸ךֿ

儗կ䔲儗׃։鹈忔㖈חشٗإٕغד

䕹կ׃תֹ➰孡חהֿ֮䏄ָ穠圓

俱ؙأغח⚥ָծ䊡爝׃תץ굸俱椚ך㖑

ׁ׃繟ך劤䔲ך궢׀ך؎ٝلأתծד

ְֶג⢪♨⺪ךծ傈劤ְֲגְ娄
ָⴍך♨⺪דךְז濼ְ䪔ְ倯׃姻כ
ծ傈ג鋅կ׃תְגזחٗنٗن

♨⺪זֻ䝤ךⴖדָֿֿ猘ך➂劤

罋ִծהֲזח䙼ְծ灇ֺ䌌הְׇ欰ֹ鵤
זח灇ֺ䌌כ劤䔲דկ׃תְ统灇ֺ倯

㕼זְְծ䖓ךկ׃תִ鋙⹛䠬

ٝ٥؟ח䙼ְծ䊡爝䖓המגְ耀ⴻ鐰ך椚

ְ娄ֹ굸ץ嫣傈굸ג鏝،ٝ؍ذأغإ

ծ֮ծ㿊֮嵲זծ笺뜧כ遳ךֿկ⦜
ת׃גⰅח孡ַׅגֻׅװ׃凃חꬊ䌢

إٝ٥؟דת寸䖓ծ獳⡝ךկ׃תְ

㥨ךְկ猘׃顋㡰ח䕹♨⺪ծ״

ז⡝כװծ׃侧㔐ⱄ鏝،ٝ؍ذأغ

涪ך⻉ֽ굸俑ֿծתאկׅתָ֮ך

✲➬זֿֿדךז錁⯔㖑ְג׃ֿ涪㾜

ְֲהպ㡰فح؝أדչꆃꊵד鎉衝זֹ
㉀㡰㡰Ⱗծ锃椚麣ַ㜥䨽ְג׃㾜

կ㼛勻ׅתְג䙼הְַծזׯְְָׄ

⺪ծחⴽהךְג׃湡䭷דծ劤噟כח涸

ַלىٓ؟הٝػכ✲굸ד娕ծ顆⛗偆遤
ך瑞ךծ㖑⚥嵲כ儗ךֿկ׃דׇת濼

תְג婍ח⽩韋גהָׁ넝ך㣕ꤿהׁꫬ

ַזָֻ篑ל׃כה؎ٝلأ䖓ծךկ׃

ك؎岚驆ך傈ծ䗗䃊ָ֮ծׅדך

濼ה➂زٕ؛ך⚥♧ワ傈劤וֲ׳ծדزٝ

ֻ䓼הֻֿ娄ظ٦ىٕؕؒ٥חさְծ䕹

ֿկפꞿ劍忔㖈ג׃ⴻ倖הծזְְָֿֿ

僥歗湊漚זֹ㥨תתծחׁծ

׳ծכկ䎃猧植㖈׃תְ䙼ה֮

ֿծז⩐搫ָꅾזְְ˘˘ׁⰕ

ֿה穗וק䎃ג㨣ꞿ劍忔㖈וֲ
կׅד

կׅתְג䙼הְⰅ⸂חأطآؽ♨
䎂䀤姻䗗

Masanori Hiraoka
SAN SEBASTIÁN

ָռ➂偆ך僥歗ջ僤ךظ٦ىָؕ乆
ג꽀חְְֲ䟝הծלֽזַ娄מכ
կ׃תֹ娄ظ٦ىؕח䎃זח娕
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CASO

Sidrero

シドレリアコンサルタントを目指して就職活動中／サン・セバスティアン在住

。シードルを日本に普及させたい
食文化の発達しているスペインで
。調理道具を売ることも考えている
、たとえば
。日本の包丁
平岡さんが通う現地のシドレリアの内部。レストラン
が併設されていて、シードルと地元の料理をたっぷり
。堪能できる

岀䖒ָ㢌ד傈劤כ➙חׁկ׃תזח

زؿؙٓծזֻׅװ׃٦ָٕ醡鸡؝ٕ،ג
׀חկ傈劤י״ׅתְג׃زحؼٕ٦ؽ
هךٕ醡鸡س٦ءծַֻׁ֮כ鴋㕦

ذأغإٝ٥؟ծדךז׆כְ넝ٍٕءٝذ

سءׇׁ⿹兛חծ傈劤ג׃⥜遤ד،ٝ؍
תկׅתְג׃湡䭷زٝةٕ؟ٝ؝ٖٔ،

澓זׇ䎊ד؎ٝلأ

鿪⠓ך➭㕂ךוזٔػװؙُ٦ْ٦صկהֿ׃嚂⻉ٕ俑غ

կׅתץָ굸ךְ׃繟לִ䩪ֶꆃחזծז
굸ְ俱椚׃繟גה㸜ֻծחծ孡鯪כ؎ٝلأהץ嫰ח

ך،ٝ؍ذأغإٝ٥؟կׅתז殯דְֲ挿הֹדָהֿץ

ָ⡝孖׆㉏ծ罈蕯歑㥍֮הְֲֿהְ傈ָꞿדⰋ遳ָ㸜

ח鋅ؕ٦ح؟דֽ㶨⣘דתֻծ㢸鹼גְד׃嚂דٕغ

ծְג勻חٕغגְ⳿娄דֽׯ֮לֶծְג勻

կ׃תׁ✪눁ח⻉庛ְַ俑ד荈歋ז
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acueducto.jp

ֿծדךְזְָ➂ְג׃湡䭷ךׄず

ְ䙼הזְְזח،صؔ؎ػךⴓꅿך

ֻג׃꧍欽ך植㖈ծ⥜遤דֿկׅת

）Día de San Sebastián（1月20日
。にとあるソシエダで撮影

本業として実現させようと
？しているものはなんですか
חتؔٓٝך獳⡝罏姝鵒㕂ח䎃剢

ֻ⫴ד؎ٝلأד⡝ח㕂ךֿכⴱծ剑גְ

ծוֽկ׃תְג׃嗚鎢ְֲ倯岀ה
궢׀ֻⲆ⦪孡➂厑כتؔٓٝךⱴ

˘˘ずׄ剢דְֲ⽩韋הְזֻ׃繟חז

ٖٔ،سءך،ٝ؍ذأغإٝ٥؟תתח

ְծ׃繟חꬊ䌢כ궢׀ךֿծ遤ח

⟝կ⡦ׅד⚥⹛㽟耵崞ג׃䱱ٖٔ،سء

ّٝءؙٓزְծ⡤꿀㘗،׃嚂תꨜ㔲孡

կ׃תֻג䭯ٖٔ،ָ莆سء罈莧

䠬הֲ䏝麩כהتծֻؔٓٝגַֽ׃

ׅח湡ד٦ػ٦أծְגַׇ㉏ְさ

ֿծ♴ָؠؽ⸤㽟גת꧍欽ָ寸׃

濼ךٖٔ،سءծג׃ꞿֻ欰崞ַֿדֿ

կׅתְ䙼הְְֹגֽאח魦ؐعؐظװ陎

鑧ח➂ָ兛鸐ך涯ְծꦄֿהזְ

կ׃תׄ

ךծ׃ְ⡚٦ٕ䏝侧؝ٕ،כٕس٦ء

ֹ㥨荈⡤ְ⸬ךꃐה欥ך؞ٔٝ

Más información sobre ellos
Minako
通訳・翻訳歴15年以上
2012年〜スペインで働く
バルセロナ在住

BARCELONA
ֶ孡ךⰅח㜥䨽

ٕؕة٦ةأ؝ךٍص٥غٓـ㖑倯ٓؿٝأ㕂㞮鵚ֻך嵲䁘㖑կ

،ذֶٝדس㹏ׁחֿֿ鸬ג遤ֻֿׅת֮הկ

شٗإٕغ傊䋐遳شٗإٕغ荈⡤ծ佝䠬ָ֮ג杝暴ך

ؔ٦ָׅ֮ٓתկ傊䋐遳ךꨜ㔲孡װ倜䋐遳ך遳⚛㥨ֹկ

ֿֿכ㖑⚥嵲ךַ俑⻉ٕةؕה٦⚅⚥ךٍص涸ծꟗׂ
ׁⰻꤵך俑⻉ָⰟ㶷גְג׃ծגה涯ְ遳ׅדկ

؎لأٝ铂ך㷕统娖

6人にもっと聞いてみた

Miyuki
Miura

Tsuneyoshi
Nakai

料理研究家歴11年
2009年〜スペインで働く
マドリード在住

整体師歴18年
2005年〜スペインで働く
マドリード在住

MADRID
ֶ孡ךⰅח㜥䨽

ٖ؍ذ٦ٗⰕ㕦筮ך⚥ך㣐ֹⰕז㕦כծ㶨⣘ְך魦׃ה

MADRID
ֶ孡ךⰅח㜥䨽

شٗإٕغؕح؟٦錁䨌װ㹺做偆遤ד鏝ׅתկٔسو٦س

ׅדְָ֮גկ

כדشٗإٕغװծ⚅歲剑넝秷ؕح؟ך٦鼅䩛ך欰鑐さ

➂זתׂת珏ָ꧊דךְגתծ㢩㕂ח勻זֲ״ꨜ㔲孡

؟ٝ٥؍ذأغإ،ٝ鞢ַז굸俑⻉װ孡⦪ָ䘯黝կ

-BWBQJF 㖑⼒،⚥װؕٔؿ匌ך➂ך㢳ְ㖑㚖ׅדկׁ
ָׅ֮תկ

ָ錁ׅת

ًٕؕظ䃊䎃㢙גⴱח㹺做偆遤ד鏝׃תկ嵲ָ

笺뜧ד㣓⦪ֻ״ծ䩛ך׆ַא荈搫ָ婍ְׁג繟ְ׃䃊կ

؎لأٝ铂ך㷕统娖

؎لأٝ铂ך㷕统娖

傈劤

傈劤

傈劤

؎لأٝ

؎لأٝ

؎لأٝ

❨鿪㢩㕂铂㣐㷕؎لأٝ铂㷕猰

شٗإٕغ荈屚㣐㷕

㣐㷕「꿀儗➿ַ؎لأחדׅٝ铂⹈ך䓼➬ך倯荈ⴓד

然甧׃תְג׃կ殅㷕ך崢黎鑐꿀ֽ「儗כծؔ٦؍ر

ٕؔ٦דي嫣傈؎لأٝ㕂㌀佝鷏 5FMFEJBSJP صأٔךؚٝծ

ؐٔػأ؍ؚٝ竲ֽ׃תկ项呓כծ؎لأٝח遤ֻחדת
銮嗚秷ג《ծ㣐㷕⼼噟䖓؎لأּׅחٝ铂嗚㹀秷

䎃《ծ㔐湡ך殅㷕ַ䌓㕂ַג׃։䎃䖓 ח%&-&
$《䖤׃ת׃կ؎لأٝכדջ&M.VOEPռ؎لأךוז

ٝ铂ך倜耀Ⰻח嫣傈湡鸐׃ת׃կ⽃铂䌘⡲ְֲה

杝㷕

傍珗歊㣐㷕ך痥㢩㕂铂أؙٓ

㣐㷕
شٗإٕغ㢩㕂➂؝٦أծ
؝ٝذٕفٝإ㢩㕂➂؝٦أ
ծ
猘甧ך铂㷕㷕吤

؎لأٝח勻ְזתג갦כ،ٖعٝٗس٥؟ٝךخ갈嚂

׆ַծַֻחה鳤剅铣怒׃תկ剑ⴱח鸐㣐

חת顠ג铣ׅדְֻկ

朐䡾؎لأדٝפկ剑ⴱ؎لأכٝ➂ָ⡦鑧ַךְג׃
㷕➰㾩؝٦כأ傈劤ד䞔㜠

꧊ג׃鋅ֽאծך䖓ծ植㖑ד

כծ㷕欰ךؠؽꟼ⤘ד铂㷕㷕吤ח遤ֻ䗳銲ָ֮ؠؽדך

ךⴽַׅװ《ך㷕吤⹈ד䓼׃ת׃կ

儗➿ַ䭯ְגㄤ銮鳤剅װ3"& ⢪ׅתְגկ

⻉稱➜חׁתדךְג׃荈ⴓנחկ

㣐㷕欰ך갦ַדת➙⡦䏝ٕأؙ؎ٖـ٦ה׃䠬ׄ澓

ה֮כ䙼ְׅתկ铂㷕כ欰ֹ暟דծ傈ղ⸕⸂ז׃

ְה䘌דךծٕأؙ؎ٖـ٦ה׃䙼גծٕكٖת
ָ衅ךָ♳粸鵤ׅד׃կ

粸鵤׃耮ֹ׃תկ僥歗긫ֻ״ח鸐ְ׃תկ➙כծ倜耀

稱➜ג׃猘甧ך铂㷕㷕吤פկ䎃ןⱄח勻儗

؎لأٝ ך57 殢穈כծDIךչ"RVJMB5JFSSBպ㹺做

؎لأٝ铂统䖤ٕأؙ؎ٖـך٦

㷕儗➿կ

瀉㣐儗➿כ㼰׃俑岀剅铣玎䏝דծרק⡦濼ְז

״ծ؎ַֻחהٝךزحفꆀְֹג׃זֿծ⡦䏝ֻג⳿
⽃铂װ邌植鋙ִ׃תְג׃חֲ״կ植㖈ծ鳤剅כ㷕欰

ךشٗإٕغ猘甧ך铂㷕㷕吤ծشٗإٕغ㣐㷕ؕح؟٦殅

ד嫣傈鋅ׅתְגկُص٦أ殢穈؎لأָׅדٝぐ㖑ך굸俑

؎لأٝ铂统䖤ٕأؙ؎ٖـך٦

؎لأٝ铂统䖤ٕأؙ؎ٖـך٦

穠㭴ׅתׅתַג׃䗳搫涸ח⢪ְזְֽלֽז鎉铂

הְזְג׃ת䙼ְׅתկ䝕罏ׁךה䠐䙼毙鸐כ䎃ֻ

ך㜥ךְח㱾ؼָ׃ת֮הֿזח،ٔٝ⸂ؚ

ךזـ؍ذ؎ط鎉铂إٝأ统䖤כװכךׅꨇׅדְ׃կ

גזחծ㨣כ鋵䧸ד➂ך鎉גֻזַָהְֿגծ
ךֿכ儗חꑺִ׃תկתג׃㠖ךגַאעח粸

ְ穗הֹגזחֲ״ֹדזַַג䠬ָׅׄתְגծ

鵤׃կ鑧ׅ儗⽃ְ׃⮚ח铂鼅➂ֻדծךـ؍ذ؎ط

䠬鋙ד鑧➂ֻגַֽ׃ծ䖓罏כװהꨇזְ׃ծה䠬ׅׄתկ

؎لأٝ➂ך埆겣

ЭЭ؎لأٝ➂ꬊ钠闐ЭЭ

չ؎لأٝ➂כ闐ְזպה䙼ְ鴥ְָ➂ְדծ

כ麩ְׅתկ➬✲➂ֹדךծ颩ְ➂וק荈ⴓך䝤ְ挿椚
鍑ַ׃ג׃闐ׅתկ鷞חչ傈劤➂כ闐ֺׅպְֲה鑧

כワד耀ְדךְזָהֿծֲ䙼ֲכך傈劤➂ך荈贇

ַׇת׃կ

➬✲ٕ؎ةأծָ؝؝麩ֲ

傈劤➂ד♳✲➬כ䭯竲涸ז颵ךぢ♳湡䭷ָׅת׃ծلأ

؎ٝכדծ➂ה״ח䙼ְָׅתծך㜥ָ✲➬ד穄

הֲ羭הֽ⫘ծְְ涺굸ךהֿץ鑧ַל

ְדך气濼׆ծً؎ְֲה٦آ䭯ָׇת׃ַאծ

ֻג葺颵ז㕂欵ךꅿ蝲ծ눴➜ֶװ聘Ⰵ䩛ׅתֹדկ

ְׅדկ䕹ֹ⹛ֻ״ծ⫴ְדךְגծ肔ֿװ舷汤וז

؎لأٝכד遳⚥ֶׁׄךず㡦דծ⡦攦䗰ח鑧ְג׃
ׅתְג׃կ؎لأٝכ㕂ⰻ荈窌桦⟃♳✺הծ㸜

➬✲ٕ؎ةأծָ؝؝麩ֲ

猘荈魦ָ؎لأٝ♧ך菙⟰噟דךְזְגחծ➭➂㣗

➂װַך䞔㜠ָׅדծ؎لأٝ⟰ך噟כדծ湡垥Ⱏ剣

ג׃駈⚛䲧ִׇתָ֮הֿկ歑䚍㥍䚍荈ⴓך

➬✲⟗ז麦〡锃ד䱸׃ծזزحٓؿꟼ⤘眠ֻֿדָה

䒷ֹ竰ׇֺת֮רקկ

ֹׅתկ

スペイン情報誌 acueducto

؎لأٝ➂ך埆겣

ЭЭ؎لأٝ➂气ְגЭЭ

ד㸣穠ג׃ծך䖓ך㡰♳،װفح颵ךぢ♳罋ְִז

ָֿה㢳ְׅדկ⯓鰳٥䖓鰳וז傈劤♴♳זֲ״ךꟼ⤘ֻזכծ
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؎لأٝ➂ך埆겣

ЭЭ굸ךפ귂ֹֻז䱱瑔䗰ЭЭ

ّءآهٝ㸚⚺➂⦐ח纏ׅדկ傈劤ה麩ך✲➬ג

【プロフィール】
マドリード、サン・セバスティアン、フィレンツェにて料理を
学ぶ。休暇があればスペイン・ポルトガル各地に旅行し現地の
味を探求している。スペイングルメの記事の執筆、きき酒師。
マドリードにてスペイン料理教室主宰。
ameblo.jp/spainfoodmarket

傈劤؎لأהְחٝ➂ٕغװةأؒ؍ؿכ궪嚂ד׃
㹋ꥷ؟حوכח٦׃آ倯ְְְָֻ气כ➂ְג㢳
傈劤➂ך䝕罏ׁהず圫ח气彖ׅתְגկ

➬✲ٕ؎ةأծָ؝؝麩ֲ

곁㹏㼎䘔ׅתָ֮ٓيחկや㹀涸ז䠐ֻזכדծ搀椚ג׃

疭겣⡲ח׆ծ稆湫ךח儗ך䠬䞔鋅ׅתְגׇկ

؟ג׃הٕشّءحؑؿٗفכד✲➬٦הֿׅأؽ㣐ⴖ

ׅדկֽ⫴⸤ו罏⩎ずׄ㹺做ְָ➂կ䏄㆞ך겣葿

ָ䝤ל֮דֲծֶ㹏ׁך倯ַչ㣐♱㣗պה㡮ַֽ

וז־֮גծ؎لأٝ⚕כד罏ד㼎瘝זꟼ⤘ָ眠ְֽג

ה䙼ְׅתկֶ✼ְח湱䩛㼣ꅾכךׅ㉀㡰ך㛇劤ׅדկ
【プロフィール】
「一流サッカー選手をマッサージしたい」
そんな思いを抱き渡
西。空き時間にはスペイン人やサッカー留学生と好きなサッ
カーをしたり観戦したりしながら、整体院を経営する。当初の
夢を叶えた今、
「安心とリラックスをあなたの生活に」という
理念を持ち、今後新たに事業展開を考えて
いる。
www.shiatsuyoshi.com
youtube チャンネルにて
健康情報発信中
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"Querer es poder"

Riko
Katsube

Tsuyoshi
Osaki

フラメンコダンサー歴15年
2004年〜スペインで働く
セビーリャ在住

サッカーコーチ歴4年
2016年〜スペインで働く
バレンシア在住

SEVILLA
ֶ孡ךⰅח㜥䨽

"MBNFEBEF)¨SDVMFTٕغ禸ָ꧊ؽإְגת٦ٍٔ䋐

ⰻך㖑⼒կ

VALENCIA
ֶ孡ךⰅח㜥䨽

ؕح؟٦ؚؐٓٝس荈ⴓـؙٓךծֶ⚅鑧ـؙٓזחծف

シドレリアコンサルタントを
目指し就職活動中
サン・セバスティアン在住

SAN SEBASTIÁN
ֶ孡ךⰅח㜥䨽

ؐٔ،㿊ؗ؎عؚٝծ
ؗحٖزֽٝאגֲחؚկٗٝ؝ؚ٦

ٗ٥遳׆㉏ծ؎لأٝぐ㖑זתׂתׁך鑐さ錁ׅתְגկ

أ儗娄ֻהꦄ歕דת遤ֻֿׅתֹדָהկ

ْٕؕو䃊։㔐遤גהג嚂ַ׃㜥䨽կֻײ麓

זֲ״兝葿կ朄궿ְג麦♧ה筰ח侔娄ח遤ֻהծ朄

؟ٝ٥؍ذأغإ،ٝ➬✲厑ֻ״遤ֻ㜥䨽կ

ׅתׇ׀կ

؎لأٝ铂ך㷕统娖

Masanori
Hiraoka

؎لأٝ铂ך㷕统娖

ٕؐ؟غ荈搫鞢ַז啾Ⱅך㕦דծֽךךדת㩲ך啾ך
ָגהꅿ䚍涸גזח欰ֹ欰ֹה饥㔐ׅתկ

؎لأٝ铂ך㷕统娖

傈劤

傈劤

傈劤

؎لأٝ

؎لأٝ

؎لأٝ

⦐➂⯓ך欰
ـ؍ذ؎ط

猘甧ך铂㷕㷕吤ծؽإ٦ٍٔ㣐㷕➰㾩؎ٝز؏ز؍ذأ٥ر٥؎

أوؔ؍ر

؎لأٝزכד٦דٕة䎃וק统ְ׃תկؑء،،ػ٦ز

♧ⴖ׃ז

猘甧ך铂㷕㷕吤

䎃鸐גծ"ַأؙٓ$ٕكٖדתأؙٓ،فحկ㷕吤

ך䭷㼪罏ך鑧耀ֹֹג⳿ָז邌植ג׃ًٌ䖓ד䠐

⽩ְֲהזְגֹג韋ׅדկ

剑 鵚 顠չ"/":"&41"0--&/(6"&953"/+&3"պ箺

耀ֻוזծ植㜥؎لأדٝ铂⸂ꑺִ׃תְֹגկ

؎لأٝ铂统䖤ٕأؙ؎ٖـך٦

植㖈鸐ְג铂㷕㷕吤 כד#⹈דأؙٓך䓼⚥կ傈劤➂

ך殅㷕欰ָ㟓ִגְג䕹ׅת֮הַֽֿ⳿הկ傈劤

׃կת،ةأءٝ؝ز٦ؚؐٓג׃הثٝחس甧גծ➭

统㉏겗ٔء٦ؤ植㖈䠥欽⚥կ

猘甧ך铂㷕㷕吤

ך㢩 כד/), ؎لأךٝ铂زأٍؗسحه嫣傈耮ְתְג

ד㢩㕂➂؎لأװٝ➂הず㽿ג׃ծדֿ铂㷕⸂ꑺִת

׃կ

倜㺊ך铂㷕侄㹓

؎لأٝ铂统䖤ٕأؙ؎ٖـך٦

➂וֲ׳כ؍ذصُى؝猘ָ⡝㨣䎃갦ַ䎢ָ

؎لأٝ铂统䖤ٕأؙ؎ٖـך٦

ך澓כ鋙ִָׇתְגծ➂ず㡦ךה傈䌢⠓鑧㉏כ

忔㖈䎃湡גⴱד痥♧湊漚גזח䭷㼪ى؎ةׅٝךؚ儗կ

⛉חע׃⠓ֲ㖑⯋עְח➂ך⠓鑧ָ♳麦ה׃鎉

䪮♧ה筰؎لأחٝ铂ד椚锷侄ִ׆זלֽזծֻ׀ׅ

ֻה׆㊯׃תְגկ֮ת荈ⴓד鎉衝ָ麩ְַג

鎉衝ָ⳿ֻג儗ֲח䠬ׄ׃תկ

겗׃זկ侧䎃ח䭷㖇侄ִג妜הְ׃鎉儗ծ㹋

孡黎ְ׃תկ㹀ⱟ鑁⹛װ鑁ך㢌⻉铎눤⻉ׁ׆ծׯ

׃ה鎉衝ד⠗ִהׅהֲ״ծ➙כװד㣐㢌הז䙼
ְׅתկ

؎لأٝ➂ך埆겣

ЭЭꤣהꤿ✳ך䚍ЭЭ

荈ⴓָ䭷爙ثהְזׁ⳿٦ָي㠨דךֲת׃גծַחה

ַה孡ׅח内ֻזծך㜥ד⠗ִהְֿזְֽלֽז
ׅמ鎉ְծث٦ךي涺䠐㔳審ְגֻג《

ה䙼ְׅתկ

؎لأٝ➂ך埆겣

ЭЭ湱䩛ך䗰ך堣䗍㻊ְתֲָךׅЭЭ

㹋ؽإכ٦ٍٔאֲכח氺ָ㢳ְׅדկ爡⠓♶㸜תׁךוז

ֲ䠬ׄ㜥ָׅתֻ֮״կלִה鑐さד頾ֽ儗ծ➬

 כ/PQBTBOBEBךאהמְֲה瘶ִ㼪ֹ⳿ג׃ծ䕹ֲכ

ֻגծ㣐♱㣗ׅתֻג׃ת⸠ה״կ䭷㼪ـְؙٓג׃

ְדאꤿ孡պֻזכדծⰻךהכ醱꧟ׅדկ

ה㡮ׅתֻגַֽկ

ׂזת銲㔓ד礵牞涸ח罋ִ鴥ׅתְ➂ֲת׃דկ♧倯ד
ٓغֻתׇٝת׃ַךְג《أկ
չ؎لأٝ➂כ

➬✲ٕ؎ةأծָ؝؝麩ֲ

➬✲⸂ךꆀ➂⦐ח䊴ָׅ֮תկ植㜥✲➬כדꬊ䌢ח攦

儗װծ⠓鑧ׅꥷծ걧ד⚥ך⡲俑׆ׇծ⡦罋ִח׆

✲ְֲָזְגְֻת儗ծ鳞ְָֿ֮ה儗ג׃ؚعח

ך㶨⣘ִׁדծָֿ衅鴥הְדչ⡦ַ֮ךպ

➬✲ٕ؎ةأծָ؝؝麩ֲ

؎لأٝ➂ך埆겣

ЭЭ⽯䌎鎢锷⠓ЭЭ

ⴱ؎لأגٝח勻儗ծ➂ד⨡أغךֿוחׯלֶך
꣬鵚ְַ㼥ֿהיծֶָׯלꦄׯלֶך

ח湱锑׃ծכׯלֶךꦄחׯֶׄך湱锑׃ծ֮ה

ְֲⰋ⚥أغח㆞ךד鎢锷⠓⽩ָךזחְ韋涸

׃דկ

➬✲ٕ؎ةأծָ؝؝麩ֲ

傈劤➂✲➬ח⣛걾הךׅずׄ䠬鋙؎لأדٝ➂הׅח

ك؎ٓف٦ג׃כהزծ⸤⫴؟כחٕ؎ةأ٦أؽ礵牞ָ

걼籕ח饯ֿׅתկַ僇傈ָճⴖך剅겲כչ➙傈⚥חպ

岣俑׆《ًٌך׃鎸䥉ְג׃ծֶ㹏⩎ַך

ֲלׅծ⡦ךְְלׅծה耀ְגչ`#VTD UFMBWJEB

ך麩ְ傈䌢蘠궢✲דךז䲿⳿ׁ剅겲כח䗳׆湡

ה耀ְָ֮הֿծ秛䖤׃ת׃կ

חךֻג⳿ָֹאלծד㔐ׅדְ׀ָׅךְגկ

然䚍כ稆兦ׅדְ׃կ

䗰♧ָ➂ְזְג׃ה➂ְג׃ח筰ׅתְחկ濼さְד

ٖٓزأٝח㨣ח➂ծ灇⥜ך֮כխה耀ְ

ְזծⴱ傈ַ荈䊹崧ְזְֽהְזװחծה鎉ְׅתկו

荈ⴓד䱱ׇպה鎉ׅתְת׃גկ䔲搫ծ➬✲ך颵
【プロフィール】
不定期の短期帰国時には、フラメンコラ
イブ、ワークショップ（クルシージョ）を
中 心 に 活 動。昨 年 好 評 だ っ た 舞 台 "Sin
hij@s" の改訂バージョンやフラメンコを
通して日本文化あるいは自分を表現する
舞台作品の制作を計画中。フラメンコを
初めて見る人たちも楽しめるスペイン文
化レクチャーも取り入れたパフォーマン
スの展開も視野に入れている。
お問い合わせ：
rikokatsube@gmail.com まで。

ճⴖ㸚ַזծ剅겲ָהְֿהָ֮⪒♶ח
鹈䖓כչ僇傈חדתպד׃⦜ה⣛걾ׅת׃կ縭せװ⡝䨽
鸐ׇׁתְֽהְזկ鷞חծ傈劤➂ך儗װ剅겲⡲䧭ך姻

הְז䠬ׅׄתָ֮הֿկ؎لأٝכדٕغך䏄ָ״חծ

歍デⵖג׃ծ끅ֹ׃תկכדؙأغ姻湫ָ繟䗗

【プロフィール】
サッカー選手、指導者の留学、チーム、グループ遠征、現地の指
導者だからできるコーディネイトがあります。スペインと日
本を同時に指導しているから、プロクラブで仕事をしている
からわかること、お互いのよさを引き出す方法を余すことな
くお伝えします。日本での講演会、クリニックも随時募集して
おります。
お問い合わせ：
info@pulsense.es まで。

acueducto.jp
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！スペインで為せば成る
ָծךֹאכ㔭ꨇחהֻֿ⫴ד㖑ךխ殯㕂
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。スペイン在住の日本人6人

""Querer es poder

ְֲהծ⫴ֻծׅ凃ד؎ٝلأծג׃

لأהծ傈劤כ➂ֻגׄ䘔חխ➙㔐《勞

ծגִֻ鎉衝ָ䬴הծכךזⴖ㣐״⡦דֿ

ⶼ䠐䊨㣗דⴓְկ荈זדַלְְכהֿ

麩ְծך罋ִ倯ׅ㼎ח⫴⸤⡝橆㞮ծך؎ٝ

הֿ䙼כד؎ٝلأծד㉏ծ毟ד䞔

넝ְ㣟ך؎ٝلأծׁ涺׃ֲկ《勞

؎ٝպلأչחկ♧嚊ֻגִ侄הֿזֹֻ殯

կ䠬הֿׅ爙ח湱䩛הֹכ䠐䙼ךⴓ荈

湱䩛זה➂ךⴓָծ荈הֿׅח〡הׯ

䗳銲כְֲ孡嚊הְֻג׃⳿欰✲➬ג׃

괏㕼䚍ָ㣐ג״ח䊜דⰻ؎ٝ㕂لأծג׃

ך㉏겗ծ傈劤爡⠓ךؠؽך噟桦ծ㢩㕂➂⸤⫴罏

➂ך➂珏٥㸹侄٥䙼䟝ז㢳圫כֿծגץ鶢ה

װ爡⠓♶㸜זתׂתׁծוזְז׃鸐欽כד

⦐ֻזכדُ،ٕ⚺纏صو倯岀鼅䫛ך✲➬

家族愛

寛容精神

口コミの力

ⴖ㣐儗ׅ׀麓הַֻ㹺做חהכ➂؎ٝلأ

װא׆׃ 1PDPBQPDP㼰כン俑ך➂؎ٝلأ

稱➜պ⸬卓ָ䓼ךַ➂չ濼➂٥ד؎ٝلأ

ַ֮⡦דהֿךկ㹺做ֻגת欰礵牞

ַזְַֻתֲָ✲➬կ״ְְגֻז׃ח

ְֲהִ곁㹏ָ㟓ח♧孡ג׃鸐〡ך➂ך

կזהֻؘؕ眠⤘ְծ⥋걾ꟼג濼ח

➂؎ٝلأ䖤㔐瘶ג׃ծⰟ鸐חխ剑䖓

ֲֶֿկגהת㕂孖䚍ךאז⚺ך

ךְ孡黎ךפ㹺做ך➂➭ծחִײկׅח

أ٦؛ֹד⯓⮚״✲➬ד歑䚍

ָֿ䪔ֲ˘˘ח♨㻝ְծ暟ז׃ⵟ䌢陎鹼
կֻג铂蕱⸤鑧

կ爡⠓ַח㕂ꥷ涸ְג׃ָⰟ㶷
կ؎ٝلأָ㕂Ⰵֽ「㢳圫䚍ד➂⚺纏

ծ孡״ְֲֿծ/PQBTBOBEB㣐♱㣗ג ծֻגⰅח孡أؽ٦؟ָ➂⫴ֻկח捗

لأהׅأغ٦شծ鴥衅חծ 儗➂׃➜稱׀կ➙㔐䖤֮ⴓ⼧הֿ

ֶׁ㹏׃ծה濼הָ֮ה׀կ ָ㢳ֻծ♶㸜ֻגׇׁأؙحٓٔגֲ鎉כ➂ծ ؎ְٝגִ㟓ד➜稱ך➂כ곁㹏ך➂؎ٝلأ
ז־֮גְחלך㹺做ד⠅✲➬չַ

ךծ䕹ד㉏겗ְג䙼הⵟ帾כדⴓ荈

㜥さֽא鋅✲➬ַֿկֻגִ瘶ה

✲➬װծ⠓爡ג׃׀麓ה㹺做כկ鹈劣֮ ָծךׅחⴖ㣐ֺ㸜ך䗰ךְծ䔲✲罏זֺׅ

䎢겣ג⠓ח➂ךֻׁח琎噰涸ד➜稱ך

הֿ鎉הպְַג䖉כְׁծ猘

顑➂׃կ㣟侁זחָ嚂孡䭯ד׃ת⸠

կָ♧菙涸ךְזת֮כהֿׅ⯓⮚

կךז➂؎ٝلأְ帾ך䥿

ծ䕹גֽא鋅➂濼➂٥걾דծ植㖑ד
ֲկְֻגִ㟓כأٍٝثדהְֻֿג־

կְ耀ְֲ㡮הպחךז剑넝ⶴדג׃駈ֿהְְךְ✼ֶծד㼎撑涸כ➂傈劤ה➂؎ٝلأչ
荈䊹ד괏㕼זծ荈歋ָז鍗ד聝ח⸂눁ך؎ٝ➂ծ䕹لأז♳䩛־♳♳䩛٥渿♳䩛٥釈׃ת⸠
ְկז׃ַז֮כךֻ鰛ח如ד؎ٝلأ׃湡䭷ְֻ˘˘倜㣓㖑ג׃灇ꚼ
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