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※JLA 会員、常時募集中！

和食レストラン「かまくら」で
特別和食ディナー会を開催しました
11 月 19 日（木）に開催した和食ディナー会では、約 20 人の参加者が集い、かまく

らさん考案の特別和食コースを味わいました。当日は寿司、刺身の盛り合わせ天ぷ

らなど、旬の和素材をふんだんに使った料理が目にも鮮やかな美しい盛り付けで提

供され、日本酒や梅酒など日本のお酒と共に会話に花を咲かせました。参加された

皆さん、ありがとうございました！

ルクセンブルクの一大イベント！
『インターナショナル・バザー』
11 月 28 日（土）、29 日（日）の二日間、キルシュベルグの LUXEXPO

にて「インターナショナル・バザー」が開催されました。同イベント

は毎年この時期に開催されており、他国の文化に触れることのできる

国内最大規模のイベントです。会場内はたくさんのブースが設営され、

世界各国の食べ物や飲み物、雑貨を販売。日本ブースでもたくさんの

ボランティアスタッフにより、日本の和食器や和小物の販売や、寿司

やたこ焼き、焼き鳥などの和食、日本酒が提供されました。二日目は早々

に食べ物が完売するなど、大盛況のうちに幕を閉じました。参加され

た皆さん、お疲れさまでした！ また来年をお楽しみに♪

イベントレポートⅠ

イベントレポートⅡ
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皆さん、おつかれさまでした！

Merry Xmas!!

大賑わいの日本ブース

浴衣とはっぴを着て「いらっしゃいませ！」

（上）調理スタッフの皆さん

（左）トンボラスタッフの皆さん



【材料】　4個分
A. りんご　1/2 個
B. 砂糖　テーブルスプーン 2杯
C. ココナッツオイル　テーブルスプーン 1杯強
D. シナモンパウダー　適量
E. 市販のパイシート ( 手作りでも良い )　適量

【作り方】
1. A を 半月型にスライスする
2. 耐熱皿に 1と B.C.D を入れ、ラップをして、レンジ（だいたい 500w）で
     形が崩れない程度に 2～ 3分程加熱
3.2 の粗熱を取る
4.E を 1cm～ 2cm程度の幅で、細長く (40cm位 ) カットする
5.4 に 3を並べる

おもてなし料理にぴったり♪

お花のリンゴパイ
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今年はどこへ行きますか？

ヨーロッパのクリスマス ・ マーケット
12 月に入り、ますますクリスマスムードが高まります！今年はど

このクリスマス・マーケットへ出かけますか？ルクセンブルク近

郊のＪＬＡ会員のおすすめマーケットを紹介します！

今月のレシピ

6.5 を端から巻き、巻き終わりを卵黄 ( 分量外 ) か爪楊枝で留める
7.6 を 200 度のオーブンで 13～ 15 分焼く
8. 爪楊枝（使ったら）を抜く。出来上がり※
※焼き上がりに花びら ( りんご ) 部分にジャムを塗ると照りが出ます

ドイツ・ローテンブルク
こぢんまりとしたマーケットですが、とても可
愛い！クリスマス雑貨専門店も。（会員Ｒさん）

ベルギー・ブリュッセル
グランプラスのライトアップは見ごたえ有り！
（会員Ｍさん）

チェコ・プラハ
街並みの夜景がきれい。見どころも多い街でし
た。（会員Ｓさん）

ドイツ・トリア
あまーい中華まんのような食感の「ダンプフヌー
デルン」が美味しかった♪（会員Ｔさん）

ドイツ・ドレスデン
規模も大きく、屋台のバリエーションも豊富！
中世のマーケット風景も楽しめて、おすすめ！！
（会員Ｙさん）

ドイツ・ニュルンベルク
世界各国の名産品を集めたマーケットコーナー
も。木のオーナメントが素敵。（会員Ｋさん）

ちょこっと豆知識

リンゴの健康効果

「一日一個のりんごは医者いらず」とい

うのはイギリスのことわざ。特に赤いリ

ンゴにはケルセチンという抗酸化物質を

多く含むので、免疫力ＵＰの効能があり

ます。他にもコレステロールの抑制、が

んの抑制など様々な健康効果が期待され

る健康フルーツです。
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"LIKE" us on facebook!
https://www.facebook.com/JLAlux

JLA の HP で過去のニュースレターが

閲覧できるようになりました！（2015 年 1 月号分～）

http://www.jlaluxembourg.org/ Bonne année !!

編集／佐藤 有香

クリスマスの定番
スイーツは？？

母乳育児をサポートする

ラ・レーチェ・リーグの集い

日本では生クリームデコレーションケーキやブッシュ・ド・ノエルがクリス

マススイーツの定番ですが、ここヨーロッパでは、国や地方によってさまざ

まなクリスマススイーツが作られています。 パン屋さんやスイーツ店をじっ

くり見ていると、日本では見かけないスイーツに出会えるかも？

「出産後すぐから母乳だけで育てたい！」「おっぱいを上手に飲ませるコツ

は？」「無理なく自然に乳離れをするには？」などの疑問や不安を持つお母さ

んも多いのではないでしょうか。「ラ・レーチェ・リーグの集い」は、母乳育

児に関心のある方ならだれでも参加できます。ラ・レーチェ・リーグはボラ

ンティア団体で、1956 年にアメリカで誕生してから世界中にその活動が広が

りました。現在では約 70 の国で母乳育児の情報を提供し、お母さん方を励ま

す活動をしています。妊娠中の方、赤ちゃんや子ども連れの方の参加も歓迎

しています。集いは毎回テーマを設け、毎月に1回開かれます。4 回で 1 シリー

ズですが、どの回からでも参加することができます。お誘い合わせのうえ、

お越しください。詳しい情報につきましては、次のサイトをごらんください。

【ラ・レーチェ・ルクセンブルク日本語グループのページ】

ttp://www.llljapan.org/groupinf.php?gname=luxjapanese

【ラ・レーチェ・リーグ日本ＨＰ】

http://www.llljapan.org/

 

クリスマス

豆知識
団体紹介

■コーラス会
１月１５日（金）9：30 ～ 11：00

■「日本舞踊教室』参加者募集中！
場所：Topsquash（Zone Sportive, 25 rue de la Gare, L-5218 

Sandweiler ）

公共交通：194 番バスで「Sandweiler, rue d'Itzig」 または

「Sandweiler, Am Eck」降車徒歩 7 分

※194 番バスは Kirchberg「Auchan（所要 12 分）」前と、

「Hamilius（所要 23 分）」から発着しています。

Tel： (+352) 357 181

持ち物： 浴衣（お持ちでない方にはお貸しします） 

参加費： 15€（会員） /  20€

（非会員 )

ご興味のある方は

mail@jlaluxembourg.org 

までご連絡ください。

JLA イベント案内 2016 年 1 月

バス停ＭＡＰ

ちょこっと

フランス語レッスン

◇メリー・クリスマス→
「Joyeux Noël （ジョワイユー・ノエル）」
◇新年→
「LA NOUVELLE ANNÉE（ラ・ヌーベラネ）」
◇良いお年を→
「Bonne année（ボンナネ）」
◇明けましておめでとう→
「Meilleurs Vœux （メイユー（ル）ヴー）」
※（ル）というのは仏語の「Ｒ」の音なので「フ」に近い発音です。

ルクセンブルクの年明けはとても賑や

か。1 月 1 日の 0 時にはセンターから

花火が上がります。またギョーム二世

広場や憲法広場に集まった人たちが持

ち寄った花火があちこちで打ち上がり、

ダンスやお酒を飲みながらのとても賑

やかな年明けとなります。

「ブレデル /Bledele」

フランス・アルザス地方の焼き菓子。アニスや

アーモンド、レモンの皮などが入っています。

「クグロフ /Gugelhupf(Kugelhopf)」

オーストリア、スイス、ドイツ、フランスのア

ルザス地方の菓子 。アーモンドやキルシュ

ヴァッサーというお酒を入れて焼き上げたもの。

「シュトーレン /Stollen」

ドイツの伝統的なクリスマス菓子。ナッツ類とド

ライフルーツを使ったずっしりと重いパン。日持

ちするため 11 月から切り分けて食べ始めます。

「パネットーネ /Panettone」

イタリア伝統のお菓子。レーズンやオレンジ、ドライ

フルーツが入っています。半年近く日持ちします。

（上）シュトーレン
（中）パネットーネ
（下）クグロフ

ルクセンブルクイベント情報

冬期休業のお知らせ
誠に勝手ではございますが、

以下の期間中、休業とさせていただきます。

【12月 21 日（月）～ 1月 3日（日）】
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