「英国パブ」
ミニ講座

〜何故英国のパブは、英国人にとって大切な場なのか？〜

5 月のミニ講座で大好評いただいたロブソン先生の再登壇です。今回は、英国のパブ（酒場）をテ
ーマに取り上げまず。最初に、そして非常に大切なことですが、英国のパブは、日本の酒場や居
酒屋とは相当異なった性格を持っているということです。
講座は、パブの歴史的ルーツから入り、英国の歴史にどのように影響していったかをお話ししま
す。そのあと現在に戻り、英国パブの現状を披露し、こういったパブでどのようにふるまえばよ
いかを解説します。
最後に、もし英国パブが存在しなかったらどうなるのか、考えてみましょう。
講座は、９０分の講義の後半 QA タイムを取ります。パブに関するどのような話題でも OK です。
積極的に参加してください。
（この講座は英語で実施されます。）

日時：平成 30 年 11
場

月 10 日（土）15:30－17:00

所：さいたま観光国際協会 国際交流センター ぷらっとサロン
（JR 浦和駅東口 コムナーレ９階/浦和パルコ上）

参加費：無料
定 員：50 名
講 師：グライアム・ロブソン (Graham Robson) 氏
英国南部の出身。26 歳の時ワーキングホリデーで、オーストラリアへ渡
る。19 年前来日、英語教育で活躍中。趣味は、水泳、ハイキング。越谷
在住
[お申し込み・問い合わせ]
(公社)さいたま観光国際協会 国際交流センター ぷらっとサロン（JR 浦和駅東口 コムナーレ９階/浦和パルコ上）
電話：048-887-1506
FAX：048-887-1505
E-mail：iec@stib.jp

申込用紙【ミニ講座

11 月 10 日開催】

※お電話・メールでのお申込みも承っております。

満席になり次第締め切ります。

The English Pub
〜Why is the English pub so important to English people?〜
Mini Seminar

In today’s talk we cover a few ideas related to the English pub. The first and most important thing
is that it is different from a Japanese pub or bar.
In the lecture, we look at the historical roots of the pub and then address what influences have
affected the pub over its history. Then we jump to the present day and talk about what happens in the pub,
and what manner we should observe.
Lastly, we think about if the English pub is disappearing forever.
This lecture lasts in total for 90 minutes, so I would like to leave some time for a Q+A at the end
of the lecture (any topic is fine)
(This mini-seminar will be conducted in English.)

Date/Time: Nov 10, 2018 (Sat) 15:30−17:00
Venue: Saitama Tourism & International Relations Bureau
International Exchange Center Puratto Salon

(Comunale/Parco, 9F, in front of the East Exit of Urawa Stn.)
Entry Fee: Free!
Max Seating: 50
Lecturer: Graham Robson was born in the south of England, and

spent his youth there, until deciding to do a working holiday in
Australia aged 26. From there he came to Japan and has been living
and teaching in Japan for 19 years. He started off in Yokohama, but
now lives in Koshigaya City, Saitama. His hobbies include swimming
and hiking.
[Contact / Sign-Up]
The Saitama Tourism and International Relations Bureau International Exchange Center
Puratto Salon (East Exit of Urawa Stn: Comunale 9F above Parco)
TEL: 048-887-1506
FAX: 048-887-1505
E-mail: iec@stib.jp

Sign-Up 【Mini-Seminar, : Nov 10】
※You can also sign up by phone or email.

Deadline: (Registration open until seating limit reached.)

Name

TEL:
（Mobile:）

address

Saitama City（
Elsewhere

（

-ku）
City・ku）

Other Info:

