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　相撲が大好きで2012年に来日したヨ

アンさん。今はフランスのウェブサイ

トに相撲の記事を書く仕事をしていま

す。横綱・白鵬の大ファンです。

　ヨアンさんの出身の町では、５月に

キズイセン（黄水仙）が咲き、お祭りが

あります。人々がキズイセンを飾り付

けた特別な車が、町中を走るそうです。

「今年は相撲の本を出すのが目標」と

話す、ヨアンさんの記事が読めるウェ

ブサイトは、www.dosukoi.fr

　鈴が並んでいるようにみえる、すず

らんの花。面白いことにラン科ではな

く、ユリ科です。日本では北海道が有

名ですが、フィンランドでは国花です。

また、フランス語ではすずらんを「ミュ

ゲ」といい、5月 1日は「ミュゲの日」

です。大切な人にすずらんを贈る習慣

があります。贈られた人は幸せになる

そうです。

　冷たい物がおいしい季節になりまし

た。日本で最初にアイスクリームが売

られたのは 1869 年（明治２年）です。

横浜で「あいすくりん」という名前で

売られました。一人前が今のお金で、

8,000 円もしたそうです。とても高い

ので、なかなか広まりませんでした。

５月９日はアイスクリームの日。今は

みんなに愛されています。
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　板橋は、江戸時代に栄えた宿場町と

しての面影もあり、散歩にも魅力的な

町です。ボローニャ絵本館やこども動

物園にも行きます。最後は十条銀座商

店街で家族のお土産も買えますよ。 お

となもこどもも楽しめるコースです。

おとなだけの参加も大歓迎です。

●歩くコース：板橋本町駅▶縁切榎▶

ボローニャ子ども絵本館▶文殊院▶こ

ども動物園▶東京家政大学博物館「昭

和のくらし」展▶十条銀座商店街▶東

十条駅　●参加費：おとな1,230円、学生

1,080円、こども610円　●集合：12:55

都営地下鉄 三田線「板橋本町」駅改札

■新しい事務所に移って１ヵ月あまり

が経ちました。目の前の二葉小学校か

らはこどもたちの元気な声が聞こえて

きます。ぜひ、どなたでも気軽に遊び

に来てください。■「外国人のための生

活教室」は、８月までお休みします。

９月から新しいクラスを始めます。■ス

リーエーネットワーク発行『Ja-Net』

73 号の「あちこち日本語ご紹介│国内

編」に、ひらがなネットを取り上げて

いただきました。 

「にほんご」を教

える人のための

季刊誌で、希望

すれば出版社よ

り無料で送って

いただけます。
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●日本人も参加できます

アイスクリーム

　ピザが家でも簡単にできます。おい

しいナポリタン・スパゲティとサラダ

も一緒に、楽しいパーティ料理を作り

ましょう。　●作る料理：発酵なしの簡

単手作りピザ、懐かしのナポリタン、

夏野菜のサラダ　●参加費：おとな

3,000 円、学生 2,600 円、こども４歳

～1,500円（材料費込み）　●定員：24

人　●場所：墨田区家庭センター（亀

沢3-24-2）　●6/4 まで受付

　「そばの食べ方を知りたい」外国人の

ための教室です。チキンロールも作り

ます。　●参加費：2,100円（材料費込み）

●場所：墨田区家庭センター
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冷たいそばと鶏料理
　　　　　  つめ　　　　　　　　　　　 とり りょうり

5/16
（土）
13:00
16:00▼

板橋～十条 こどもと一緒に歩こう！
    いたばし　　じゅうじょう　　　　　　　     いっしょ　 ある

ひ ら が な ネ ッ ト 便 り

教室・散歩のお申し込みは、こちらから
きょうしつ　さんぽ  　　   もう　  こ

ヨアン・ヴォルドネル さん

友だちの国は… フランス
とも　　　　　くに

きせつの おはなし
動物に
さわれ
るよ

どうぶつ


