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　ロリエさんはカナダのアルバータ州
エドモント出身です。東京で英子さん
と出会い、猛烈にアタックし４か月後
に結婚。今月で結婚10周年を迎えます。
現在ティエナンさんご夫妻は、ミュー
ジシャンとして活躍中です。夏には
ナッシュビルでＣＤを録音してきまし
た。ロリエさんはその他、リポーター
やナレーターとしても知られていま
す。ＮHＫのＥテレ「プレキソ英語」の
中で“スシタウン”のナレーターと、しょ
うゆ、イカの声はロリエさんです。ぜ
ひ一度ご覧ください。

撫子は秋の七草のひとつで
す。撫でたくなるほどかわいい花が、
春と秋に咲きます。丈夫で育てやすい
植物です。世界中に300 種類もあるそ
うです。「大和撫子」という言葉を知っ
ていますか？　美しさや清らかさを
持った女性のことで、日本女性のほめ
言葉として使われます。

　秋の味覚のひとつが、
新米です。炊きたての新米は「ごはん
１粒１粒がつやつやして、光っている」
といわれます。それは米自体に水分を
多く持っているからです。新米を炊く
ときのコツは、いつもより水加減を少
なくしてください。いつも通り炊くと、
やわらかくなります。
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エドが案内します！10/29
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鉄道を見ながら、上中里～田端を歩く
 てつどう　   み　　　　　　 かみなかざと　　  たばた　　 ある

みんなで散歩
さんぽ

　　　　  あんない

10/26
（木）
10:30
12:30▼

　日本で生活する力を身につけるため
講座です。　●無料　●場所：ひらが
なネット　●申し込みはいりません

　外国人のママと日本人のママが一緒
に子育ての話をする会です。　●無料
●場所：ひらがなネット　●定員：８
名　●お子さんと一緒に参加できます
●申し込みが必要  です

　日本人向けの講座です。外国人との
コミュニケーション法を教えます。　
●無料　●場所：ひらがなネット　
●定員：８名　●申し込みが必要です
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11/2
（木）
10:30
12:00▼

ザヤの「子育てママ集まれ！」 vol.3
　　　　　　　   こ  そだ　　 　　　   あつ

vol.119

10/18
（水）
14:00
15:30▼

外国人のための「生活教室」 vol.12
がいこくじん　　　　　　         せいかつきょうしつ

外国人向け
がいこくじん む

10/16
（月）
19:00
20:30▼

「外国人とのお付き合い」講座
　　がいこくじん　　　　　　　   つ　   　  あ　　　　　   こうざ　

日本人向け
にほんじん む

友達の国は…
ともだち　 くに

　上中里駅をスタートし、新幹線や電
車の行き交う線路を横目に、山手線で
唯一の踏切も渡ります。旧古河庭園や
田端文士村記念館を見学するなど、充
実したコースです。昼食はタイレスト
ランでいただきます（約3.1km）。  
●参加費：おとな1,500円、学生1,300円、
小・中学生 750 円（旧古河庭園の入園
料 150 円、昼食代 800 円は別途かかり
ます） ●集合：10:25  ＪＲ京浜東北線
「上中里」駅　改札口　●定員：20 名
●申し込みが必要です

　なすと鶏肉のグリーンカレー、ソム
タムタイ（タイ風にんじんサラダ）、
カムノグルアイ（バナナの蒸しお菓子）
をエドと一緒に作りましょう。　
●おとな2,500円、学生 2,100 円　●場
所：ひらがなネット　●定員：８名　
●どなたでも参加できます　●申し込
みが必要です

■墨田区の「Oishii 
Sumida Tokyo」事
業の新しい冊子を
作りました。11 人
の外国人がおすすめを紹介しています。

　ヴォルコワ・エヴゲニヤ　　　

　私はヴァイオリンが大好きです。先
日のコンサートで聴いた竹澤恭子さん
のヴァイオリンは、感情があふれでた
すばらしい演奏でした。また、ハープ
が気に入りました。聴く機会の少ない
楽器ですが、音色は昔話を語るように
聞こえます。舞台の灯りが不思議な雰
囲気をつくり、演奏家の姿はあまり見
えず、手の舞うような動きだけで奏で
て感動的です。18世紀のパイプオルガ
ンも、とても素敵でした。
　夫と感想を話し合ったとき「まさに、
子どものときに見ていた童話映画の音
楽だね！」と同時にいったほどです。
みなさん、ぜひ参加してみてください、
おすすめです！

Я очень люблю скрипку, и концертное 
выступление принесло мне огромное 
удовольствие, особенно солистка в 
первом отделении: виртуозность 
исполнения, экспрессия, общая 
слаженность оркестра. Отдельно 
порадовали арфы - нечасто услышишь 
этот "сказочный" инструмент. 
Освещение в зале добавляет 
загадочности: музыкантов почти не 
видно, только руки завораживающе 
плавно скользят по инструменту. Да и 
возможность послушать орган образца 
18 века вживую выпадает нечасто.
Обсуждая концерт, мы с мужем 
одновременно заметили: «Как 
саундтрек из советских сказок!».

 戸嶋浩子　
　３月まで全20公演ある「外国人のみ
なさんを、コンサートにご招待」。９月
22日、第１回目の演奏会に中国、韓国、
ロシア、インド、ドイツ、ボリビアの
方と行きました。20年以上在住の方や、
今年来日した留学生など、国も状況も
様々ですが、みなさん「感動した」「演
奏がすばらしかった」と、キラキラし
た目で感想を伝えてくれました。
　音楽に国境はない。たしかにそう思
えるほど、みなさん同じ感動に包まれ
た表情をしていました。11月の公演の
募集を開始しています。この機会にぜ
ひ、コンサートを楽しんでください。
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新日本フィル定期演奏会を聴いて
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１回目の招待に

外国人のみなさんを

お連れしました

外国人の無料招待が

あります。

詳しくは、下の段を

見てください。
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（ロシア）

Волкова Евгения (Россия)

Классический концерт бесплатно! 
Рекомендую!


