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1月31日、イタリアンレストラン「Come à la Maison」にてJLA新年会が開催
されました。当日は会員、非会員問わず25人が集まり、美味しい料理と歓談を
楽しみました。恒例のビンゴ大会で一番最初にビンゴを当てたのはMagali 
Engelaereさん。Magaliさんに当日のディナー無料券をプレゼントしたほか、
スパークリングワイン「クレマン」、コーヒー豆などを景品として用意し、子
どもたちの手伝いもあって賑やかに⾏われました。
Christian Majeresさんによるピアノ演奏では「戦場のメリークリスマス」や
「魔⼥の宅急便」など、耳馴染みのある曲を美しい音色で披露。コーラス会に
よる「花は咲く」「ふるさと」の発表のラストを飾ったのは、子どもたちも参
加しての「⻤のパンツ」。踊りながらの合唱に、始終笑い声の絶えない楽しい
会となりました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました！

      Event Report   "The New Year Party 2015 "
On January 31st, the JLA's new year party was held at the Italian restaurant 
"Come a la Maison." It was an amazing evening filled with pleasant chat 
and delicious cuisine. Also, it was full of fun and entertainment. Congratulations 
to Ms. Magali Engelaere on the 1st BINGO this year, numbers of Piano 
programs from Japanese movies were performed by Mr. Christian Majeres, and 
finally the party was culminated with JLA Chorus Team's performance, which 
ended with Japanese folk song joined by children. The party was in full swing 
the whole time. JLA would like to thank all the members who joined the evening.

イベントレポート
２０１５年新年会が開催されました

３月3日のひな祭りの日に、JLA初の書道教室が開催されました。
参加者全員が日本の文化に大変興味を持っており、一字一字、集中
して丁寧に筆を運ぶ姿は、まるで日本の書道教室そのものでした。
「これは素晴らしいメディテーションだ！」と参加者から感動の声
も。最後に仕上がった作品「くし」は、どれも心のこもった素晴ら
しいものばかり。2時間での皆さんの上達ぶりに、先生もおどろいた
様子でした。次回の開催は、3月24日（火）を予定しております。

       New Japanese  Calligraphy Course
Our very first Japanese Calligraphy Course had such a wonderful 
start! Thanks to our lovely teacher and the participants, it was very 
calming and wonderful experience. Some of the students mentioned 
that it was almost like a meditation. The end result 『くし(Comb)』
was truly great! We could see so much improvement in each one of 
them. Our next class will be held on Tuesday the 24th, March.

JLA第一回書道教室開催

Vol. 24
2015年3月号（隔月発⾏）
問い合わせ／mail@jlaluxembourg.org
ホームページ／http://www.jlaluxembourg.org/
※JLA会員、常時募集中！
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コーラス会
現在コーラス会では、3月のシェンゲンにある高校で催される日本文化祭での発表に向けて「花」「いつも何度でも」などの５
曲を月2回のペースで練習しています。1月の新年会はピアノのあるレストランで開催されたので、その中の一部の曲を披露しま
した。子供達も一緒に「⻤のパンツ」を踊り、外国人の方々と一緒に「ふるさと」も合唱。歌には国境を超え、何かを伝えられ
る⼒があります。コーラス会の活動も楽しく歌いながら練習を重ね、微⼒ながら日本を伝えられるようになれればと思います。 

1111月月月月＆＆＆＆2222月月月月    活動報告活動報告活動報告活動報告

暮らしに役⽴つ豆知識

     春のお祭り「イースター」って？

World Camps International Program
1月23日に日本に興味のある外国人を対象に、〝World Camps International Japan”代表の⻄村紀公⽒をお迎えし、
同会の提供する日本短期滞在プログラムのプレゼンテーションを⾏いました。プレゼンテーションの反響は大きく、
さっそく今夏プログラムの参加申し込みをされる方もいらっしゃいました。

デザート感覚で♪

   「カプチーノ・ルクセンブルジョワ」

ホイップクリームはフランス語
で｢chantilly｣。｢Cappuccino 
avec chantilly（カプチーノ・ア
ベク・シャンテイイー）｣とオー
ダーしてもOK！ 甘いクリーム
なのでデザート感覚でどうぞ♪

カフェに入ってカプチーノを注文するとき、「イタリ
アン？ルクセンブルジョワ？」と聞かれることはあり
ませんか？ 日本でおなじみのカプチーノは「イタリア
ン」。では「ルクセンブルジョワ」は？これはコーヒ
ーの上にホイップクリームをのせたもののことです。 

イースターとは、イエス・キリストが死後の復活を祝う
「復活祭」。寒く暗い冬が終わり、草木が芽吹く春を祝
う意味合いもあります。生命の始まりの象徴の卵と、繁
栄・多産のシンボルであるうさぎがイースターモチーフ
として、この時季お店などでよく⾒られます。また、ゆ
で卵探しゲーム「エッグハント」や、殻を割らないよう
に転がす「エッグロール」という遊びがあります。今年
のイースターは４月５日。家族で楽しんでみてはいかが
でしょうか。
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① Merl公園
センターにほど近いMerl公園内には、大きな八重桜があ
り、開花時季には迫⼒のある美しい姿を⾒ることができ
ます。ソメイヨシノよりも開花期間が⻑く楽しめます。

① アスパラは、下の固い部分を切り落とし、更に残った下半分をピーラーで薄皮を剥く。穂先以外を水から茹で、
      沸騰して4分くらいで穂先も入れる。約5分たったら火を止める。
② アスパラを茹でている間に、みじん切りのエシャロットを白ワインで煮詰める。煮詰まったら、バターを加え溶かす。
③ ②にフォークで細かく潰したゆで卵を加え、塩こしょうでしっかりと味を付ける。刻みパセリ(乾燥パセリでもOK)も加える。
④ 茹で上がったアスパラに③のソースをたっぷりかけて召し上がれ♪

まもなく日本では桜の開花時季を迎えます。ここルクセ
ンブルクでも桜を⾒ることのできるスポットがいくつか
あります。天気の良い日にピクニック気分で出かけてみ
てはいかがでしょうか。

② Kockelscheuer公園
センターから南にあるKockelscheuer公園の駐⾞場脇に
は、日本人の浦田善之⽒から贈られた
２００本の桜が植えられています

〜白アスパラのフラマン風〜
春を感じる一品料理 

この時期になるとあちこちでお目⾒えする白アスパラ。
今回は、ベルギー・フラマン地方の春の定番料理のご紹介です。

＜材料＞
白アスパラ              １束
ゆで卵                M４個
無塩バター（doux）  100gくらい
白ワイン      100ccくらい
エシャロット     適量
イタリアンパセリ   適量
塩こしょう      適量 

ルクセンブルクのお花⾒情報

③ Remichのモーゼル川沿い
ドイツとの国境を流れるモーゼル川沿いの町・Remich
にはピンクや白の花を咲かせる並木道があります（桜
並木ではありません）。

※写真はイメージです。
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JLAJLAJLAJLA会員会員会員会員のののの投稿記事投稿記事投稿記事投稿記事

第四回第四回第四回第四回　　　　憲法広場憲法広場憲法広場憲法広場とととと黄金黄金黄金黄金のののの女神像女神像女神像女神像ーーーー後編後編後編後編ーーーー

歴史好歴史好歴史好歴史好きなきなきなきな人達人達人達人達とととと歩歩歩歩くくくくルクセンブルクルクセンブルクルクセンブルクルクセンブルク市散歩市散歩市散歩市散歩

第２次大戦で、当国がナチス・ドイツに占領されると、占領軍にとってこの慰霊塔は全く目障りなもととなり、⼥神
像は取り外され、台座は壊されました。 １９４０年この慰霊塔の最初の撤去作業が⾏われると、当地にナチス・ド
イツに対するレジスタンス運動が沸き起こりました。最初の抗議⾏動には多くの学生が⽴ち上がり、大公家の紋章に
描かれている「赤いライオンよ、目覚めよ !!」と、このスローガンを勇ましい鉄道の歌・Feierwonの曲に乗せて叫
びながら、手には赤と白と⻘の三つのマッチ箱をルクセンブルクの国旗のつもりで握りしめた群衆が、この憲法広場
に集まりました。抗議⾏動の結果は１２名の男子学生と１名の⼥子学生計１３名が検挙され、尋問を受け、何人かは
暴⾏を受けたそうです。残念ながら、その後の抗議⾏動にも拘わらず、遂に１９４０年１０月２１日に慰霊塔は壊さ
れました。その日４８名が検挙され、その多くは学生でした。
戦後、⼥神像は１９５５年、一度展覧会で姿を⾒せましたが、その後又姿を消しました。その後１９８１年になって
ルクセンブルク市のJosy-Barthelサッカー場の観客席の下で発⾒されました。 １９８５年６月２３日、⻩⾦の⼥神
像のコピーがこの広場の新しく作られた台座の上に飾られました。オリジナルはルクセンブルクの博物館に安置され
ています。但し、このオリジナルに作者のサインはないそうです。
この「祖国愛と平和の象徴」の⻩⾦の⼥神像は、２０１０年３月１日から１０月３１日まで、中国・上海の万博博覧
会のルクセンブルク・パビリオン内に展示され、当国が求める「祖国愛と平和の象徴」が多くの皆様に伝わったので
はと思っています。                                                                                                                                                
又、この憲法広場では、２０１２年からクリスマス・マーケットが開かれています。当地の新聞に、「この広場に今
年からクリスマス・マーケットが出来、皆が楽しく集う姿を⾒ることは素晴らしいことだ」と書かれていましたが、
先程説明した戦争中のレジスタンスを思う時、ルクセンブルクの人々のこの憲法広場に対する思いの幾ばくなりとも
感じて頂ければ幸せです。
現在、この慰霊塔は第１次大戦、第２次大戦、そして朝鮮戦争で亡くなったルクセンブルク兵士の慰霊搭とされてい
ます。（了）

無断転載を禁止します

高木重治筆
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Apéritif

Salé pour accompagnés le saké

Starter

Blanc de Calamars au Tepanyaki, Légumes Printaniers Croquants

Infusion de Gingembre et Coriandre

Verrine de Bouillon Dashi et Nouille Soba

(Calamars ou Sèche selon arrivage de Bretagne ou Pays Basque)

Main Course

Pressa Ibérique en Basse Température

Thème sur l’Asie :

Wok de Légumes printaniers

Miso Blanc au Sécha.uan Rouge

Sauce laqué « Téryaki.Mirin.Miel.Gingembre »

Pâte de Wasabi

Pressa Ibérique (Région Barcelone)

Sweet:

 Carpaccio d’Ananas au Sirop de Yuzu, Coulis de Mangue.

Passion

Sorbet Kalamansi

aux et Cafés compris

■３月
12日 (木) : コーラス会
13日 (⾦) : フランス料理教室
17日 (火) : 日本語フリートーク会
20日 (⾦) : コーラス会         
24日 (火)：書道教室            
■４月  
 2２日 (水) :  日本酒イベント               

■毎週月曜：フランス語初級会話
■毎週木曜：フランス語プレイグループ 

JLAホームページ http://www.jlaluxembourg.org へ掲載する事項を
募集いたしております。お気軽にJLA事務局までご連絡ください。

To place a classified ad on our web or more information, please contact mail@jlaluxembourg.org 

"LIKE" us on facebook!

https://
www.facebook.com
/JLAlux

 JLA イベント案内  ３月・４月 

その他のイベント、クラスにつきまし
ては随時メールにてお知らせさせて頂
きます。

ルクセンブルクイベント案内  ３月・４月 

■DUCK RACE
開催日時／4月25日（土）12：00〜
※開催場所は公式HPをご確認ください http://www.duckrace.lu/

■リレーフォーライフ
がん患者への連帯を示すことを目的に、ルクセンブルクがん協会(Fondation Cancer)が
主催するチャリティー・イベントです。
開催日時/3月28(土)・29日(日)※Japan National Teamの参加は29日8：00〜20：00
場所/国⽴競技場「コック(D’Coque)」（2, rue Léon Hengen  L-1745 Luxembourg）
http://www.coque.lu/page/contact

ルクセンブルクの国境より2㎞先のドイツ、パールのシェンゲン高校にて
日本文化際が開催されます。JLAもこのイベントに協⼒することになりコー
ラス隊も日本の歌を披露する予定です。コーラス隊のステージは15：30頃
からです。何方の参加も大歓迎ですので、お気軽に遊びにいらしてください
。

 

 

日本文化祭日本文化祭日本文化祭日本文化祭    inininin    シェンゲンシェンゲンシェンゲンシェンゲン高校高校高校高校〝〝〝〝JapaneseJapaneseJapaneseJapanese    CultureCultureCultureCulture    FestivalFestivalFestivalFestival””””atatatat    DeutschDeutschDeutschDeutsch----LuxemburgischesLuxemburgischesLuxemburgischesLuxemburgisches    SchengenSchengenSchengenSchengen    highhighhighhigh    
schoolschoolschoolschool                                                                                                                

参加者募集！ジェルネイルサークル
みんなでセルフジェルネイルを楽しみ
ませんか？初心者もOK！月一ペースで
予定しています。詳細はメールにてお
問い合わせください。
mail@jlaluxembourg.org

■鳥笛市/Emaischen
開催日時/4月6日（月）
毎年恒例の鳥笛市、今年もLuxembourg市とNospeltにて開催されます。
http://www.visitluxembourg.com/en/place/specialevents/emaischen-luxembourg
http://www.visitluxembourg.com/en/place/specialevents/emaischen-nospelt

お知らせ
■サマータイムに変更を忘れずに！
３月２９日（日）から夏時間が始まります。深夜２時を深夜３時に
変更となります。⾃動時間変更機能のない時計は、前日の土曜夜に
１時間時計を進めて就寝するとよいでしょう。

今回は日本酒とフレンチのマリアージュをお楽しみいただきます。
下記スケジュールにて、Slow food Grand-duché協賛のもとそれ
ぞれのお料理にベストマッチした4種類の日本酒をご用意します。

A Japanese Culture Festival will be 
organized by the students of 
Deutsch-Luxemburgisches 
Schengen-Lyzeum at Perl, located 
about 2 km from the border of 
Luxembourg and Germany. JLA 
will be cooperating in this event 
where JLA Chorus Team's 
performance is scheduled at 
15:30. This culture event is open 
to anyone*.  

Information

            日本酒日本酒日本酒日本酒イベントイベントイベントイベント第三弾第三弾第三弾第三弾    "Our"Our"Our"Our    3rd3rd3rd3rd    SakeSakeSakeSake    Event!"Event!"Event!"Event!"                                            

日時(Date & Time) ：3月21日（土） 21st March (Sat) 14：00〜18：00 
場所(Place) ：Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl
        Schengen Lyzeum Perl, Auf Dem Sabel 2 D-66706 Perl
          URL:http://www.schengenlyzeum.eu/
参加費(Fee*) ：大人(Adults) 5€、子供 (Kids) 2.5€

We offer you our 3rd Sake 
event of the Marriage of 
The French cuisine and 
Sake. This time with the 
cooperation of the Slow 
Food Grand-Duché, you 
will be presented the best 
matching Sake to each 
dish (total of 4 different 
Sakes).

日時(Date & Time) ：4月22日（水）22nd April (Wed) 19：30〜
場所(Place)：two 6 two 
    262 rte d'Arlon, 8010 Strassen  /Tel:26 11 99 97
定員(Expected Cap.) ：60〜70名
メニュー(Menu)：as attached
申込先(Where to Apply): mail@jlaluxembourg.org


