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　昨年10月24日、秋晴れの爽やかな土曜日に、桃沢野外
活動センターでバーベキュー＆スポーツイベントが開催され
ました。
　午前中は昨年同様‘スカイクロス※’で盛り上がり、ラン
チは賑やかにバーベキュー。肉や野菜、焼そば等の後は、
甘～い焼きマシュマロのデザートも♪　最後にスカイクロ
スの表彰式を行い、優勝チームには賞品として全員に可愛
いガーデンシクラメンの鉢植えが贈られました。
　国際交流協会では、今年も楽しいイベントを企画します
ので、是非お気軽にご参加ください。

※薄い布製の輪を順番に投げ、なるべく少ない回数で、

　ゴールとなるコーンに入れていくゲーム。

ボランティアを終えた学生とパークレンジャー達
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あんな国、 こんな国、 海外滞在記

　「海外で暮らしてみたい！」という以前からの夢を少しだけ叶えよう
と、2012年に１か月間の語学留学をした。仕事は休みをもらい、家では「自
分のしたい事はやってみればいい。」という夫の理解もあって、３月オー
ストラリア、タスマニア州都のホバートへ出発した。
　ホバートは南太平洋の捕鯨で栄えた港町で、かつて南極探検にここか
ら出掛けて行ったそうだ。タスマニアの入り口でもあり、毎週土曜日に
催されるサラマンカ広場のマーケットは、いつも観光客でいっぱいだった。
　ホームステイ先には私の娘と同じ年頃の学生７人が居て、小さな寮の
ようだった。夕食は６時から大抵、ホストのパパ、ママと学生たちが揃っ
て食事をした。米国、カナダ、香港、台湾、タスマニア出身の皆は英語
で話している。私は余りわからなかったが、和やかな雰囲気に浸りなが
ら彼らの話を聞いていた。家には映画館のような大きなスクリーンがあ
り、夕食後、学生達と映画鑑賞をしたり、休日はホバートの裏手にある
ウエリントン山へ皆でハイキングにも出かけた。
　学校は小さく、２クラスで韓国、タイ、ブラジル、スイス、スペイン
からの12人の学生がいた。モーニングティータイムやランチタイムは、
家族、友達、仕事やバイト、各国のこと、将来の夢等の話が尽きない楽
しい時間だ。発音の癖や話し方の違いに、それぞれの国民性を感じた。
　課外授業で２週間に１度、近くの森林公園へボランティアにも行った。
パークレンジャーから自然環境保全の為の説明を受けてから、２人１組
で外来種の草を抜き、枝を切り、切り口に木を枯らす薬を塗るなどの作
業をした。結構な力仕事が終わると、レンジャーがお茶とお菓子を用意
してくれて、また楽しい（コミュニ）ティータイムだ。
　ある日、日本で書道を教えている私は、学生達に書道を披露した。彼
等も書きたいというので、それぞれ好きな言葉を漢字にして書いても
らった。初めての書道の体験を皆喜んでくれた。
　概ね毎日、帰宅後はジョギングに出かけた。海沿いの道は美しい眺め
だ。公園には、色とりどりのオウムがいる。山の方へ行った時には、ワ
ラビー（小型のカンガルー）にも出会えてハッピーな気分になった。
　休日にレンタカーを借りて国立公園へも行き、人の手のついていない
自然も満喫し、多くの経験をした１か月だった。いろいろな国の友人が
できて各国の話を聞く中で、自分の世界が広がった留学生活であった。

　（長島はるみ）　
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～ワンガヌイでは‘コレ’を食べよう!! ～～ワンガヌイでは‘コレ’を食べよう!! ～

キッシュ：タルト生地で作った器の中に生クリー
ム、ハム、野菜などを加えてオーブンで焼き上げた
もの。家庭料理のひとつでもあります。

パヴロワ：サクサクに焼いたメレンゲの上に、
たっぷりの生クリームと季節のフルーツを飾っ
たデザート。ロシアのバレリーナ‘アンナ・パヴ
ロワ’が公演でNZを訪れた際、首都ウェリント
ンのホテルのシェフが、彼女にちなんで作った
ものとか。（※諸説あります）

リオデジャネイロ・オリンピックのケニア代表選手、
Daniel Muiva Kitonyl さん、21歳。今年も日本大学
チームで箱根駅伝に出場し、第５区で９人を抜く走りで区
間賞を獲得しました。ケニアでは客室が100あるホテル
のオーナーだそうです。

リオデジャネイロ・オリンピックのケニア代表選手、
Daniel Muiva Kitonyl さん、21歳。今年も日本大学
チームで箱根駅伝に出場し、第５区で９人を抜く走りで区
間賞を獲得しました。ケニアでは客室が100あるホテル
のオーナーだそうです。

アメリカ・ミシガン州出身、沼津の高校の英語教師、Drew-
Esterlineさん。学校の部活動では、サッカーやテニス、バイ
オリンやトランペット、さらにチューバも練習したとか。

アメリカ・ミシガン州出身、沼津の高校の英語教師、Drew-
Esterlineさん。学校の部活動では、サッカーやテニス、バイ
オリンやトランペット、さらにチューバも練習したとか。

フィッシュ＆チップス：イギリス名物として有名ですが、
ニュージーランドでも定番メニューです。白身魚（タラ、ホキ、
ヒラメなど）に衣をつけてカリッと揚げ、レモンを絞ってアツ
アツをいただきます。フライドポテトのボリュームにも驚きで
すね。レストランで、あるいはテイクアウトでもＯＫ。

　ニュージーランドの食品といえば、キーウイフルーツが有名ですね。健康志向の方々に人気のマヌカハニーや、
ニュージーランド産の良質なぶどうを使ったワインなども注目されています。
　さて、今回はニュージーランドの食文化について触れてみたいと思います。ここは日本と同じ島国で新鮮な魚介
類が豊富なうえ、牧畜・農業も盛んで、羊・豚・牛・鶏・鹿などの食肉類、そして新鮮な野菜を安く手に入れることが
できます。イギリス文化が色濃く残るこの国では、食文化もその影響を大きく受けているようです。

ラム：生後１年未満の子羊の肉。骨付き肉をグリルして食べる
‘ラム・チョップ’が一般的ですが、骨付スネ肉を時間をかけ
てじっくり煮込んだ‘ラム・シャンク’も人気です。どちらも冷
凍されていない新鮮な肉を使うので、クセがなく、とても美味
しいです。

　1997年に始まった土曜サロン。毎月第１土曜日は世界各国の出身者をゲ
ストに招き、お話を伺います。外国の方が日本で生活する上で感じる本音な
どもお尋ねします。世界中の話を普段着のまま聞くことができ、距離感を感
じないのがサロンの魅力です。これまで200人以上のゲストをお招きしました。
　第３土曜日はオーストラリア人の先生から楽しく英語を学びます。題して
「マイクルのEnjoyEnglish（英会話）」。気軽にぜひ一度足をお運びくださ
い。お待ちしています。

今後のスケジュール（2016年3月～7月）今後のスケジュール（2016年3月～7月）

ニュージーランド  グルメ
 特 集

英会話のマイクル先生（右から２番目）や、ベトナムの
トゥエンさん（右端）も、サロンのメンバーと一緒に長
野県へ旅行に行きました。

英会話のマイクル先生（右から２番目）や、ベトナムの
トゥエンさん（右端）も、サロンのメンバーと一緒に長
野県へ旅行に行きました。

興味のある方は、こちらまでご連絡ください
℡：055-986-4664　土曜サロン代表　吉川

※未定の部分は、決まり次第ホームページでお知らせします。
   “長泉町 土曜サロン”で検索してください。
※未定の部分は、決まり次第ホームページでお知らせします。
   “長泉町 土曜サロン”で検索してください。

土曜サロンへおいでください
 日にち 　　　　　　　　 内容 　　　　　　　　　会場

3月 5日
 ・アメリカのFelnandoさんを迎えて

　　　　 ‘メキシコ文化も聞きましょう’
3月19日 ・マイクルのEnjoy English 

4月 2日 ・アンナさんのウクライナ・クッキング 

4月16日 ・マイクルのEnjoy English 

5月 7日 ・ゲストを迎えて Tea & Talk（ゲスト未定） 

5月28日 ・マイクルのEnjoy English 

6月 4日 ・ゲストを迎えて Tea & Talk（ゲスト未定） 

6月25日 ・マイクルのEnjoy English 

7月 2日 ・ゲストを迎えて Tea & Talk（ゲスト未定） 

7月16日 ・マイクルのEnjoy English 

ベルフォーレ
2階
第2会議室
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※薄い布製の輪を順番に投げ、なるべく少ない回数で、

　ゴールとなるコーンに入れていくゲーム。

ボランティアを終えた学生とパークレンジャー達
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あんな国、 こんな国、 海外滞在記

　「海外で暮らしてみたい！」という以前からの夢を少しだけ叶えよう
と、2012年に１か月間の語学留学をした。仕事は休みをもらい、家では「自
分のしたい事はやってみればいい。」という夫の理解もあって、３月オー
ストラリア、タスマニア州都のホバートへ出発した。
　ホバートは南太平洋の捕鯨で栄えた港町で、かつて南極探検にここか
ら出掛けて行ったそうだ。タスマニアの入り口でもあり、毎週土曜日に
催されるサラマンカ広場のマーケットは、いつも観光客でいっぱいだった。
　ホームステイ先には私の娘と同じ年頃の学生７人が居て、小さな寮の
ようだった。夕食は６時から大抵、ホストのパパ、ママと学生たちが揃っ
て食事をした。米国、カナダ、香港、台湾、タスマニア出身の皆は英語
で話している。私は余りわからなかったが、和やかな雰囲気に浸りなが
ら彼らの話を聞いていた。家には映画館のような大きなスクリーンがあ
り、夕食後、学生達と映画鑑賞をしたり、休日はホバートの裏手にある
ウエリントン山へ皆でハイキングにも出かけた。
　学校は小さく、２クラスで韓国、タイ、ブラジル、スイス、スペイン
からの12人の学生がいた。モーニングティータイムやランチタイムは、
家族、友達、仕事やバイト、各国のこと、将来の夢等の話が尽きない楽
しい時間だ。発音の癖や話し方の違いに、それぞれの国民性を感じた。
　課外授業で２週間に１度、近くの森林公園へボランティアにも行った。
パークレンジャーから自然環境保全の為の説明を受けてから、２人１組
で外来種の草を抜き、枝を切り、切り口に木を枯らす薬を塗るなどの作
業をした。結構な力仕事が終わると、レンジャーがお茶とお菓子を用意
してくれて、また楽しい（コミュニ）ティータイムだ。
　ある日、日本で書道を教えている私は、学生達に書道を披露した。彼
等も書きたいというので、それぞれ好きな言葉を漢字にして書いても
らった。初めての書道の体験を皆喜んでくれた。
　概ね毎日、帰宅後はジョギングに出かけた。海沿いの道は美しい眺め
だ。公園には、色とりどりのオウムがいる。山の方へ行った時には、ワ
ラビー（小型のカンガルー）にも出会えてハッピーな気分になった。
　休日にレンタカーを借りて国立公園へも行き、人の手のついていない
自然も満喫し、多くの経験をした１か月だった。いろいろな国の友人が
できて各国の話を聞く中で、自分の世界が広がった留学生活であった。

　（長島はるみ）　
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マシュマロ
、おいしく

溶けたかな
？
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