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　ニューヨーク出身のスーザンさん
は、日本に来て６年目。ＩＴ会社で働
いていて、自転車で通っています。
　日本の夏といえば、かき氷です。
ニューヨークも夏は蒸し暑く、かき氷
によく似た「シェヴド・アイス」という
伝統的なスイーツがあります。真夏に
かき氷を食べながら、セミの鳴き声を
聴くのが日本らしい楽しみです。盆踊
りも好きです。地域によって違います
が、秋田県の竿燈まつりの盆踊りが特
に印象的でした。今年の夏は江の島へ
行き、スパでのんびりしたいそうです。

笑っているような「ひまわ
り」の花。漢字では「向日葵」

と書きます。日差しに向かって咲くと
ころからつけられたそうです。夏のイ
メージのひまわりですが、実はロシア
の国花です。ロシアは世界一のひまわ
り油の生産地。食用油として使われ、
とても身近な植物です。

　豆腐の上にショウガを
のせて、醤油をかけて食べる冷奴。夏
のおかずとして、よく食べられます。
居酒屋でも人気のメニューです。冷奴
を「ひややっこ」と読めましたか？「冷
奴」を知らないと、「冷たい奴」と読
んでしまいそうです。あなたは豆腐に
何をのせて食べるのが好きですか？
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　江戸の夏を感じる下町散歩です。夕
涼みをかねて遅めにスタートします。
三ノ輪から吉原、鳳神社などをめぐっ
て浅草へと歩きます（約3.5km）。  
●おとな1,500円、学生1,300円、小・中
学生750円  ●集合：15:25  日比谷線「三
ノ輪」駅３番出口の改札  ●定員：20名  

　野菜も肉もしっかり食べられる、冷
たい麺をつくります。具にのせる鶏
チャーシューと煮卵は手づくり。かき
揚げと、抹茶プリンもつくります。
●おとな2,500円、学生 2,100 円　●定
員：８名　●どなたでも参加できます
　

　タイ出身のエドと一緒に料理をしま
せんか。パイナップルが入ったチャー
ハンやゴーヤーの肉詰めスープ、唐辛
子が入った卵焼きをつくります。旅で
使える簡単なタイ語も教えます。
●おとな3,000円、学生 2,500 円　●定
員：８名　●どなたでも参加できます
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夕涼みをかねて、三ノ輪～浅草を歩こう
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さんぽ

がいこくじん　　にほんじん

　日本で生活する外国人向けの講座で
す。元・歯科衛生士が、虫歯になりに
くい歯みがきの方法を教えます。歯に
関することばも勉強しましょう。
●無料　●定員：10名

　外国人のママと日本人のママが一緒
に子育ての話をします。７月のテーマ
は「ママ友との付き合い」です。
●無料　●定員：８名　●子どもと一
緒に参加できます（子どもの名前・年
齢をお知らせください）
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