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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
（日）
10:30
13:30▼

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。


