
２年ぶりに開催したワールドバザール

Ｐ２・３：第26回出羽庄内国際村ワールドバザール
Ｐ４：世界の今を見てみよう！
　　　旅する国際村 オンラインツアー（韓国、アメリカ）
Ｐ５：せかいの台所（インドネシア、フランス）
　　　日本語指導ボランティア養成講座
Ｐ６：これからの事業紹介と募集案内
　　　外国語講座第２期、楊式太極拳講座
Ｐ７：ワールドコミュニケーションクラブ
　　　旅する国際村 オンラインツアー ～インド～
　　　日本語スピーチコンテスト
Ｐ８：せかいの台所レシピシリーズ ～フランス～
　　　あとがき・せかいの台所10月募集

　●ホストファミリー
　●イベントボランティア
　●コミュニティ通訳ボランティア
　●財団賛助会員

随時募集中随時募集中
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　「鶴岡にいながら、各国料理や国際色豊かなステージ

発表が楽しめる」と、毎年多くの方で賑わうワールドバ

ザール。コロナ禍の今、どうすれば皆が安心して例年

通り楽しめるか何度も協議を重ね、２年振りに開催する

ことができました。感染防止の為、密を避け２日に分け

ての開催、また事前申込制で来場人数を制限するなど、

初めての取り組みに様々な知恵を出し合いながら準備し、

イベント当日を迎えました。

　２日間で約600名の皆さんにご来場いただき、「人で

混みすぎることもなく、久しぶりに安心して楽しめた」、「い

ろいろなイベントが中止になる中、開催してくれて良かっ

た」といった感想が多く聞かれました。コロナ禍で大規

模イベントが難しくなって１年以上経ちますが、会場の

皆さんの楽しそうな様子を見て、可能な限りの対策を取

りながら実施できて良かったと感じております。

　来場者の皆さんか

らも、検温など実施

にご協力いただきま

した。

　来年も無事に開催

できることを願って

います。 一人一人、検温も実施しました。一人一人、検温も実施しました。

２日に分けてバザール開催

世界的なコロナ禍の影響により、中止となった昨年のワールドバザール。
１月から実行委員で何度も話し合い、今年は新型コロナウイルスの感染対策を万全に
開催しました。久々のイベント開催に、会場の皆さんは笑顔でいっぱい！

ご来場の皆様、関係者の皆様、ありがとうございました

２年振りに開催！２年振りに開催！
第26回 出羽庄内国際村第26回 出羽庄内国際村
 ワールドバザールワールドバザール13

（日）

６月

12
（土）

実行委員長より
　　  佐　 藤　　 恒
　　　（庄内町国際交流協会）

　新型コロナウイルスの蔓延に依って、日本全国からイベン

トが消え去ってから１年半。今年こそ、何とかワールドバザ

ールを開催出来ないものかと言う多くの人達からの声を受

けて、実行委員会は動きだしました。これまでのイベントと

違い、新型コロナウイルスの感染者を１人でも出してしまっ

たら取り返しのつかないことになってしまうと言う危機感を、

常に共通認識として持ち続け、万が一にも鶴岡地区に感染

者が多く出る事態に陥ったならば前日でも中止する覚悟を

決め、何とか開催できるやり方、方策を皆で議論しました。

　その結果、例年と較べて多くの制約の中、倍以上の準備

も必要になり、来場者の皆様には不自由さも強いる事とな

りましたが、終わってみれば関係者一同の顔からはやって

良かったという満足感の笑みがこぼれるばかりでした。

　今後開催されるであろう他のイベントの手本になるべくも

ありませんが、１つの見本には成りえるのではと言う達成感

が、皆の心の中に芽生えたのも事実であります。

　来年こそはワクチンの接種も行き渡り、新型コロナウイル

スも影をひそめ、今まで通りに開催出来て、また多くの来

場者の皆様と心からの笑顔を交わせる日を楽しみにしたい

ものです。
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　２日に分けたバザールの１日目

は、ステージ発表を中心とした内容でした。ダンス、

歌、楽器の演奏、ジャグリングなど、15団体の皆

さんに出演していただきました。一カ所の来場人数

を分散させる為、ステージ発表の場をホールと旧ア

マゾン民族館内の２カ所に分けて行いました。

　出演された皆さんは、ここ１年はコロナ禍で発表

の機会がなく、久しぶりの舞台ということで力が入

っていました。観客の皆さんには、今年は声を出す

代わりに、盛大な拍手で応援していただくなど、ご

協力いただきました。

　バザール２日目は、世界の

料理模擬店を中心に行いました。会場には、中

国、韓国、インドネシア、シリア、ベトナム、ベナン、

日本の料理が並び、買い求めるお客様で賑わいま

した。

　今年のバザールは午前、午後と、時間帯ごとに人

数制限をした為、例年のように混みあうことはあり

ませんでしたが、料理はイベント終了時間には全て

完売に。普段なかなか味わうことができない国々の

料理を、食べ比べて楽しんでいました。

　料理模擬店は、ワールドバザール一番の目玉。

来年もぜひ賑やかに開催したいです。

　旧アマゾン民族館で演奏!?戸惑いとともにお客様が来てくれ

るのかが気がかりでした。しかし、館内に残る現地の人物像と

は、まるでコラボのような様相に。不思議な空間に心が弾みま

す。スポットライトもまぶしいくらい、音は意外に良く響きます。

ステージ環境は充分です。そして迎えた本番では、多くのお客

様にお集まりいただき感激

です。フラットなステージで、

客席の皆様との心の距離は

近くに感じられました。アイ

デアを出し合って開催され

たワールドバザール。今年

も楽しめました。

　毎年ワールドバザールでシリア料理を出しています。今年は

アルコール消毒やお客さんの人数調整など、国際村の皆さんの

コロナ対策が万全で、イベントが成功して良かったと思います。

私はチキンを使った「シャオルマ」というサンドイッチを作りま

した。サラダなどの生ものが使えないので、少し本場のものと

は違いますが、おいしく作れました。一度に大勢の方がつめか

けるのではなく、会場の人数

調整のおかげで順々にお客さ

んが来るので、とてもやりや

すかったです。料理もいつもよ

り早く完売することができまし

た！来年も参加できたら嬉しい

です。

ステージ発表を
中心とした１日目

様々な国の味を
楽しんだ２日目

出演の方に感想を
聞きました

出店の方に感想を
聞きました

ジャスミンティー（二胡演奏）

　　　　三浦　　育 さん

シリア料理販売
　バヤン・カウダン さん
　　　　（シリア・アラブ共和国出身）
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（土）
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６月

W
ウェーブス

aves＋チームFJ、岡部繁
しげる

、オリンピック・パラリンピック・ホストタウン推進室、G
ゴスペル
ospel G

グリーマーズ
leamers、コロラド・ユース・

イン・アクション、ジャスミンティー、秋
しゅうほ

穂、庄内観光コンベンション協会、庄内町国際交流協会、せかいの台所、だがしや

楽
がっこう

校、中国倶楽部、鶴岡青年会議所、鶴岡・ニューブランズウィック友好協会、鶴岡ライオンズクラブ、鶴岡・ラフォア友好協

会、出羽庄内国際村日本語教室、D
デワンデス

EWANDES、二胡迷、ハウオリフラスタジオ、羽黒高校英会話部、羽黒高等学校合唱

部、P
ピーピーアイ

P I  Y
ヤマガタ

amagata、マリエッタ、Y
ユイ
UI、楊式太極拳、路地裏芸

げいにん
人’s

ず
、ワールドコミュニケーションクラブ

ワールドバザール参加団体（五十音順）

旧アマゾン民族館内に響く二胡の音色旧アマゾン民族館内に響く二胡の音色

ピスタチオたっぷり！シリアのお菓子ピスタチオたっぷり！シリアのお菓子
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　４月25日に実施した第１回目は韓国・釜山編。釜山在

住の大学生 金韓彬（キム・ハンビン）さんに、釜山のビ

ーチや海鮮市場、有名かき氷屋などを紹介していただき

ました。釜山はとても良い天気で、多くの人達が気持ち良

さそうに海岸沿いの散歩を楽しんでいました。

　参加者は一般参加

と関係者含む計58人

で、韓国語講座受講

生や、韓国に興味が

ある方に多く参加して

いただきました。

　今回は釜山の有名

な観光地の一つ、廣
ガン

安
アン

里
リ

海水浴場を歩きながら、ライブで案内していただきま

した。ハンビンさんがよく食べている韓国料理の紹介の

他、実際に海鮮市場で店員さんに魚を勧められたり、お

店でかき氷を注文するなど、生中継ならではの場面をた

くさん見ることができました。また一緒に現地で同行して

くれたハンビンさんの彼女とのやり取りも微笑ましく、見

ている方も一緒にいる気分になりました。始めてのオンラ

インツアーで改

善点もありまし

たが、参加者か

らは「実際に歩

いている気分に

なった」「韓国に

行きたくなった」

などの感想をい

ただきました。

　５月15日に行われた第２回目のオンラインツアーは、

アメリカ・コロラド編。国際村が毎年夏に行ってきた「コ

ロラドスタディツアー」のアメリカ側プログラム・コーデ

ィネーターである村治孝浩さんに、コロラドの紹介をし

ていただきました。

　現地時間が夜である為、

事前に村治さんが撮影した

映像などを使って、コロラド

の自然や街並み、地元のス

ーパーマーケットの店内の

様子など、とても詳しく説明

していただきました。

　中でも一番好評だったのは、お家の中をライブで拝見

する“ハウスツアー”。スマートフォンを片手に、台所や

寝室、シャワールームなど、広くてお洒落な家の中を見

せていただきました。特に参加者の皆さんの関心が高か

ったのは、アメリカらしい特大サイズのものが詰まった

冷蔵庫の中。現地では小さい方だという２リットルの牛

乳やケチャップなど、村治さんのアメリカでの食生活を

少しだけ覗かせていただき、まるで現地にいるかのよう

な気分を味わうことができました。

　国際村では長年海外との交流事業を行ってきましたが、昨年から訪問や受け入れなどの貴重な機会も
持てなくなりました。そんな今だからこそ、人と人との交流を深め、つながりを通して世界を広げようと、
今年度新たにオンラインツアーでの世界旅行を実施しています。世界中にいる国際村の友人・知人を訪ね
るこのツアー。有名観光地巡りや専門ガイドの旅行ではなく、外国在住の方に普段の生活や身近な場所
を紹介していただきます。今年度は全８か国の訪問を企画。９月以降はインド、ペルー、モンゴル、カナダ、
台湾を予定しています。「自宅からの世界旅行」に、ぜひご参加ください！

世界の今を見てみよう！

旅する国際村　オンラインツアー

今年度　新企画！

韓国・釜山編
ナビゲーター 金

キム

韓
ハン

彬
ビン

さん

「かき氷、一口どうぞ！」「かき氷、一口どうぞ！」
好評だった“ハウスツアー”好評だった“ハウスツアー”

ガンアンリ海水浴場の夜景ガンアンリ海水浴場の夜景 事前に撮影した、スーパーマーケットの様子事前に撮影した、スーパーマーケットの様子

第１回
アメリカ・コロラド編
ナビゲーター 村

むら

治
じ

孝
たか

浩
ひろ

さん

第２回

出羽庄内国際交流財団会報

◊



　年６回、偶数月に行っているせか

いの台所。今年度第１回目は、リナ・

アプリアンティ・スリスティオワティ

さんに、ナシ リウェット（ココナッ

ツの炊き込みご飯）、ソト バンドゥン

（鶏肉と大根のスープ）、バタゴル（鶏

肉と魚のすり身入り包み揚げ）、コピオル ドリンク（ココナッ

ツドリンク）の４品を教えていただきました。バタゴルは豆

腐と鶏肉と白身魚のすり身を混ぜ合わせて、２種類の皮で

包んで揚げたもので、肉と魚を一緒に組み合わせた料理に、

皆さん興味津々でした。リナさ

んにはご家族でお出でいただき、

ラマダンと呼ばれるイスラム教

の断食期間のお話や、インドネ

シアの食文化についてもお聞き

しながら、食事を楽しみました。

　６月に行った第２回目では、ラン 

アン グュエンさんにサラドゥ ニソ

ワーズ（ニース風サラダ）、キッシュ 

ロレーヌ（ベーコン入りキッシュ）、ヴ

ィシソワーズ（じゃがいものポター

ジュ）、クレーム ブリュレ（焦がしカ

スタードプリン）の４品を教えていただきました。クレーム

ブリュレの表面に焦げ目をつける“キャラメリゼ”の工程では、

バーナーの勢いに慎重になりながらも、皆さん交代で焼き

目をつけていて、とても盛り上がりました。会食時には、フ

ランスとベトナムの両方の文化

で育ったラン アンさんに、そ

れぞれの国で生活していた頃

のお話や、鶴岡での現在の学

生生活についてのお話を聞か

せていただきました。

せかいの台所

ホームページより、《せかいの台所レシピ集》をご活用ください。
今回のインドネシア料理とフランス料理（Ｐ８に一部掲載）のレシピはもちろん、
今まで実施してきた各国の料理のレシピを紹介しています。

インドネシア料理 フランス料理～ リナさんの台所 ～ ～ ラン アンさんの台所 ～

　近年、在住外国人の出身国や在留資格などの構成が

大分変わってきましたが、地域の日本語教室は相変わら

ず重要です。ますます多様化する日本語学習者のニーズ

にきめ細かく対応できるよう、山形県国際交流協会主催、

出羽庄内交際交流財団が共催し、この夏、庄内地域で

の「日本語指導ボランティア養成講座」を行っています。

７月17日から８月28日までの全８回、出羽庄内国際村を

会場に、酒田市や遊佐町の方にも参加いただいています。

　今回の講座には、これから日本語指導ボランティアに

なりたいと考えている未経験者だけではなく、遊佐町の

日本語教室や、酒田市の日本語教室「べにばな会」、国

際村の日本語教室ボランティアなどで既に活動経験のあ

る方も参加。合計31名が研修中です。７月17日の１回目

は県内在住外国人や庄内地域の各日本語教室について

の紹介、18日の２回目は文法を中心に学びました。３

回から７回までは様々な教材の使い方、やさしい日本語、

日本語指導の実践などを学び、最終回では各地域の日

本語教室を見学する予定です。

　普段何気なく話している日本語も、改めて文法や教え

方を考えるのは難しいもの。大人になってから言葉を学

ぶことの難しさも、参加者は感じているようです。地域

の日本語教室は言葉の習得だけでなく、人と人とのネッ

トワークづくりの場にもなっています。今回の講座を終え

て、新たに地域

の日本語指導ボ

ランティアに加

わってくださる方

が増えることを

期待しています。

日本語指導ボランティア養成講座日本語指導ボランティア養成講座

オリエンテーションで庄内地域各教室の紹介オリエンテーションで庄内地域各教室の紹介 カードを使った模擬授業カードを使った模擬授業

4/11
SUN

6/26
SAT

国際村の料理教室
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【講　師】マリエッタ・ゴンルドブ先生（ベナン出身）
【日　程】９/11～11/13（土曜日）全10回
【時　間】10：30～12：00
【受講料】13,000円　※４名以上で開講

○全てのコースにおいて、受講される方は国際村窓口へ申込書を提出してください。
　申込書は国際村のホームページでダウンロードできます。
○賛助会員の方は、受講料・フリートーク回数券が10％割引になります。
○第２期から初めて入門コースを受講希望の方は、事務局にご相談下さい。
○教室型講座 入門コースは１名より、その他のコースは３名より開講します。
※コロナウイルス感染拡大防止の為、今後、市内でコロナウイルスの感染リスクが

高まった場合、全ての外国語講座をオンライン講座へ移行します。

コース名 講　師 日　程 曜日 時　間 回数 受講料

英
語

初心者英会話 リンディ・オルティズ先生
（フィリピン出身） ９/４～12/18 土 10:00～11:30 14回 18,200円

レベルアップ
中級英語

ダニエル・ポッド先生
（カナダ出身） ９/９～12/16 木 19:00～20:30 15回 19,500円

中
国
語

入門 魏
ウェイ

　本
ベン

紅
ホン

先生（中国出身） ９/９～12/16 木 19:00～20:30 15回 19,500円

中級 楊
ヤン

　詠
ヨン

麗
リ

先生（中国出身） ９/４～12/11 土 13:30～15:00 14回 18,200円

韓
国
語

入門 羅
ラ

　寿
ス ヨ ン

英先生（韓国出身） ９/８～12/15 水 19:00～20:30 14回 18,200円

初級 李
イ

　賢
ヒョンヒ

煕先生（韓国出身） ９/７～12/21 火 19:30～21:00 15回 19,500円

中級 蔡
チェ

　明
ミョン

子
ジャ

先生（韓国出身） ９/10～12/17 金 19:00～20:30 15回 19,500円

令和３年度　令和３年度　出羽庄内国際村　外国語講座出羽庄内国際村　外国語講座

始めよう♪フランス語（後期）短期外国語講座

フリートーク型講座

教室型講座

　中国伝統太極拳の中でも代表的な流派で、緩や

かにのびのび流れる逆腹式呼吸法のスタイルです。

老若男女を問わず行うことができます。

●講師：覃
チン

莉
リ

莉
リ

先生（上海出身）

●期間：10月６日㈬～３月23日㈬

　◎時間：

　　入門コース　15：30～17：00

　　スキルアップコース　19：00～20：30

　◎場所：国際村和習室

　◎服装：運動に適した服装

　◎各コース受講者４名より開講

●各コース24回

　受講料：21,600円

　※賛助会員の方は受講料が10％割引になります。

各講座のお問合せ・見学のお申込みは、出羽庄内国際村事務局（Tel：0235-25-3600） まで、
教室型講座（短期講座を除く）と楊式太極拳講座は、１回のみ無料で見学できます。（要連絡）

楊式太極拳講座（後期）
〜 文化体験講座 〜

【木曜日】19：00～20：00
カリッサ・トラバース 先生

（カナダ出身）
【日曜日】14：00～15：00
ラヴィンドラ・ディサナヤク先生

（スリランカ出身）

英　語
かんばせーしょん喫茶店

【土曜日】13：00～14：00
羅
ラ

　寿
ス ヨ ン

英 先生（韓国出身）

お支払いは回数券で！
５回券  2,500円　　10回券  4,500円

試しに一度…という方は、１回500円での参加もできます。

もっと気軽に外国語で会話
を楽しみたい方にぴったり
の講座です。

５月から10回にわたって
行った前期講座の続編です。
マリエッタさんと一緒にフ
ランス語を学びませんか？

韓国語 韓国との出会い

〈パンヨウニーハオ〉
【木曜日】19：00～20：00
楊
ヤン

　詠
ヨン

麗
リ

 先生（中国出身）　
【土曜日】15：30～16：30
第1・３ 王

ワン
　雅

ヤ
萍
ピン

 先生（台湾出身）
第2・４ 赵

ジャオ
　　萍

ピン
 先生（中国出身）

中国語
朋友你好！

〈アブレモス エスパニョール〉
【土曜日】15：00～16：00
フロレンシオ・サンチェス先生

（ボリビア出身）

スペイン語
Hablemos Español

【木曜日】19：00～20：00
マリエッタ・ゴンルドブ先生

（ベナン出身）

フランス語
Le Salon 〈ル サロン〉

申し込み締め切り：９月10日㈮
窓口で申込書の提出と受講料の支払いをお願い致します。

第２期
（９月～12月）

出羽庄内国際交流財団会報
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　昨年は新型コロナウイルスの影響でやむなく中止とな

りましたが、今年は十分に対策をしながら開催いたしま

す。この「日本語スピーチコンテスト」では、庄内に住

んでいる外国人の皆さんに、日本で感じたことや大変だ

ったこと、コロナの影響やこれからの夢などを発表して

いただきます。日本語を勉強している成果を発表する良

い経験にもなります。また、いろいろな価値観や考え方

を知ることは、聞きに来る日本人にも貴重な機会となっ

ています。みなさんのご参加をお待ちしています。

　このクラブは英語圏のネイティブの先生と一緒に、英

語を使って様々な活動をしながら、外国の文化を楽しく

学ぶクラブです。月に１回開催しています。

　今年度は中学校１年生７名を含む13名の中高生のメン

バーが活動しています。４月は自己紹介や先生の出身国

の紹介、５月は単語ゲームやクイズをしました。６月は

ワールドバザール、７月はオンラインツアー（オーストラ

リア・ブリスベン編）に参加しました。

　英語に興味がある人、色々な国の人と交流を深めたい

人は大歓迎です！ぜひ一度見学に来てください。

　「オンラインツアー」は、インターネットを使って、各

国にいる国際村の友人や、庄内在住外国出身者の故郷

などをオンラインで訪ねる世界旅行です。今年度始まっ

たオンラインツアーも４回目を迎えます。９月は、以前、

鶴岡市に住んでいたことのあるインド出身のアビジット 

さんと従妹のアヌシュカさんが、ムンバイより、家や生

活の様子などを案内してくれる予定です。

　詳しくはチラシ、または国際村ＨＰをご覧ください。

○日　時：９月19日㈰
　　　　　15：00~16：00
○参加費：１アカウント　500円
　　　　　家族や友人との参加も可
○案内人：アビジット　ムレイさん
　　　　　アヌシュカ　クルカルニさん
○定　員：40名

［第10回日本語スピーチコンテストin庄内実行委員会］
出羽庄内国際村日本語教室、(公財)出羽庄内国際交流
財団、三川町、庄内町国際交流協会、サポートボランテ
ィア「わ」、酒田市国際交流サロン、日本語学習支援ボ
ランティアべにばな会、遊佐町日本語講座ボランティア

日　時：2021年11月７日㈰
　　　　　10：00～12：30
場　所：三川町いろり火の里
　　　　「なの花ホール」
　　　　※スピーチはZoomでも配信
発表時間：５分～７分（1500字程度）
募集人数：10名程度（庄内在住の外国出身者）
表　　彰：大賞１名、優秀賞２名、参加賞
会場観覧：先着50名
観覧申込：QRコードからも申込み可 ⇒
国際村または下記団体にお問い合わせください。

2019年は遊佐で開催2019年は遊佐で開催

カナダってどんな国？カナダってどんな国？ 和製英語って何？和製英語って何？

「第10回 日本語スピーチコンテストin庄内」「第10回 日本語スピーチコンテストin庄内」
 出場者・観覧者募集！ 出場者・観覧者募集！（Zoomでもオンライン配信します！）（Zoomでもオンライン配信します！）

11/7
SUN

対　象：中学生・高校生・高専生 ※１回無料で見学可！
日　時：2022年３月まで月１回（土、日、祝日）
年会費：2,000円（別途材料費等かかる場合があります）
講　師：ダニエル・ポッド先生（カナダ出身）

世界の今を見てみよう！

旅する国際村
　　オンラインツアー

観覧申込用QRコード

世界の今を見てみよう！
旅する国際村オンラインツアー
＝インド・ムンバイ編＝

ワールドコミュニケーションクラブ
World Communication Club

令和３年８月25日（第84号）
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　国際村の料理教室「せかいの台

所」今年度４回目はタイ料理です。

講師はタイ王国出身の岩浪ティダラ

さんです。メニュー等の詳細が決

まり次第、ホームページ、Facebook等で情報をお知ら

せいたします。

［出羽庄内国際村］  August 2021  Vol.84  発行' （公財）出羽庄内国際交流財団  〒997－0802　山形県鶴岡市伊勢原町８番32号
TEL 0235－25－3600　FAX 0235－25－3605　http://www.dewakoku.or.jp/　E-mail　info@dewakoku.or.jp

①パイシート２枚を合わせ
て麺棒で伸ばし、型に入
れ込んで型の上の余分な
生地を切り落とす。

②キッシュ生地の底一面に
均一にフォークで穴をあ
け、表面が乾燥した状態
になるまで焼く。

③ボウルに卵、卵黄、生クリ
ーム、牛乳を加えて泡立
て器でよく混ぜ、塩、コシ
ョウを加え混ぜる。

④ベーコンを１㎝ 角に切っ
て軽く炒める。キッシュ
生地に敷き詰める。

⑤③を流し入れる。

⑥200℃に予熱したオーブ
ンで30～35分焼く。粗
熱が取れたら型から抜く。

６月26日に開催した「せかいの台所～フランス料理～」より

ベーコン入りキッシュ Quiche Lorraine (キッシュ ロレーヌ)

を紹介します。

○冷凍パイシート…２枚

○卵…３個

○卵黄…２個分

○ベーコン…300g

フランス料理
講師 ラン アン グュエンさん

（フランス　ギュイヤンクール出身）

作り方

レシピシリーズレシピシリーズレシピシリーズ
せかいの台所せかいの台所

キッシュ ロレーヌ 【材料　６人分】

○牛乳…100ml　

○生クリーム…250g　

○塩…適量

○コショウ…少々

あとがき
　以前ヨーロッパの学生が、鶴岡市の学校給食を見学

し、質問を受けたことがある。なぜ同じメニューで、

口数少なく、わずか30分程度で食べ終えてしまうの

かと。それもそのはず、かれらは昼、家に帰り２時間

くらいの休みで、それぞれの家庭料理で義務教育時代

は育ったからだ。ヨーロッパでは、最近こそ家に帰ら

ずカフェテリア方式で食べる学校給食もあるようだが、

驚くのも無理はない。

　世界三大料理の一つとされるフランス料理は、２時

間以上かけて食事とお酒とお喋りを楽しむものと言わ

れる。格式高いコース料理のイメージは強いが、フラ

ンスの気候風土と産物に合った様々な家庭料理がある。

日本に伝わった洋食の一つオムレツやコロッケを味わ

いながら、食文化を語り合う時間としたいものだ。

◆日　時：10月23日㈯　10：00～13：00頃
◆場　所：出羽庄内国際村　２階　調理実習室
◆参加費：1,500円（賛助会員は１割引き）
◆定　員：10名
◆持ち物：エプロン
◆申込み：10月６日㈬　９時より電話で受付します。
※コロナウイルスの状況により、変更の可能性があります。

せかいの台所10/23
SAT タイ料理 参加者募集！
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