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JLA 会長 年頭挨拶
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JLA Newsletter

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。　

　会員の皆様におかれましては、希望に満ちた輝かし

い新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。旧年中

は、当会の活動に際し、会員ならびに関係者の皆様に

多大なるご支援とご協力をいただきまして、厚く御礼

申し上げます。

　昨年 12月には安倍総理大臣がルクセンブルクを公

式訪されました。日本の首相がルクセンブルクを訪問

するのは、2005 年の小泉純一郎首相以来、１０年ぶ

りで２回目となります。今後、ルクセンブルクと日本

との交流は幅広い分野において、ますます深まること

が期待されています。

　Japanese Ladies’ Association of Luxembourg a.s.b.l. 

(JLA) は 今年で設立 4年目となります。設立当初から

の目的でもあります、ルクセンブルク在住邦人の方々

へのイベントや活動を通して親睦を図ることから始ま

り、地域社会との交流 /親善、日本伝統文化の紹介を

行ってきました。

　ルクセンブルクは欧州の窓口でもある豊かな小国で

すが、日本人の方には不便に感じる国でもあります。

そのため、ルクセンブルク在住の皆様に明るく楽しい

当地での生活のお手伝いがでいないかと考え、当会設

立当時より計画しております、生活に必要な情報や便

利情報を一冊にまとめた冊子の作成に取り掛かってお

ります。年内には刊行できるよう準備を整えておりま

すので、どうぞご期待ください。

　また、年間を通じて、会員の皆様が気軽に楽しんで

参加できる様々な活動を行っております。今年は、定

例の活動（フランス語会話レッスン、フランス料理ク

ラス、コーラス、生け花、書道、日本語フリートーク）

に加え、新たに日本舞踊やドイツから先生を招いての

ドイツ料理教室なども定期的に行う予定です。

　近日中の開催イベントとしましては、3月に日本伝

統文化紹介の一貫として、日本酒イベントを開催しま

す。そのイベントでは、鏡開きから始まり日本酒の紹介、

そしてフランス料理と日本酒のコラボレーションを味

わっていただきます。さらに石川県金沢市より芸妓さ

んをお招きし、華やかな舞を披露していただきます。

皆様是非ご友人、お知り合いをお誘い合わせの上、ご

参加ください。

　今後とも、皆様のご意見を取り入れながら、ルクセ

ンブルクにおける邦人の方々には当地での生活がより

豊かになるお手伝いをさせていただき、外国の方々に

は日本の文化に触れていただく機会を多く設け、ルク

センブルクと日本との友好・親善を深めることができ

るよう努めてまいります。

　本年も、変わらぬご支援とご協力をよろしくお願い

申し上げます。会員皆々様の益々のご健勝とご活躍を、

祈念申し上げます。

Japanese Ladies’

Association of Luxembourg 

会長  ヴィトラ林 真己子

ルクセンブルクと日本との友好、

親善をより一層深めるために…



【材料】　4人分
A　サーモン（刺身品質）　200 グラム位
B 　塩　テーブルスプーン　1/2 杯強
C　エシャロット（または玉ねぎ小）　1/2 個
D　ディル　適量
E　マヨネーズ　テーブルスプーン 1杯
F　レモン汁（食卓レモン可）　ティースプーン 4杯
G　Ex オリーブオイル　ティースプーン 4杯
【作り方】
1.　Aに Bをまぶして 30分程置く
2.　Cをみじん切りにする（玉ねぎの場合、みじん切りにした後　
水にさらし、辛みを取る）
3.　Dを荒くカットする
4.　(2),(3),E,F,G を混ぜる

食卓に彩りをもう一品♪

サーモンのタルタル

Copyright (C) 2016 Japanese Ladies' Association of Luxembourg All Rights Reserved.

2016 JAN P. 2

今月のレシピ

5.　（（1）から 30分経過後）キッチンペーパーなどで (1) の水気を切る
6.　(5) を賽の目切りにカットする
7.　(6) と (4) をさっくり混ぜる
8.　冷蔵庫で冷やして出来上がり

１月１９日、日本舞踊レッスンの無料体験会を開催しました。当日は先

生による「鷺娘」のデモンストレーションを見学した後、「さくらさくら」

と「祇園小唄」の振付を教えていただき、浴衣に着替え、曲に合わせて

踊りました。日本舞踊はしなやかな動きの中にも筋力や柔軟性が必要な

ため、終了後は皆さん「足腰が鍛えられそう」「女性らしい所作が身に

付きそう」と笑顔で話していました。今後は定期的にレッスンを予定し

ており、着物や浴衣の着付けのレッスンも行います。皆さまのご参加、

お待ちしています♪

昨年 12 月、２０１５年度最後の生け花教室はクリスマスシーズンにぴっ

たりのトルコキキョウとウィンターベリーホリーという枝物を使ったア

レンジメントに挑戦。赤と白、緑のコントラストが美しい作品が出来上

がりました！

先生によるデモンストレーション

「さくらさくら」と「祇園小唄」を踊りました！

小道具の使い方をレッスン

初心者でも大丈夫！

日本舞踊体験会
季節の花材を使ってアレンジメント♪

生け花教室

今年もＪＬＡ新年会を開催いたします。恒例の

ビンゴ大会はもちろん、コーラスの発表など盛

りだくさんの内容を予定しております。皆さん

お誘い合わせのうえ、是非ご参加ください。
日時／２月２０日（土）19：00 ～

※場所や参加費等の詳細は近日中に

　お知らせいたします。

※参加ご希望の方は下記までご連絡ください。

mail@jlaluxembourg.org　

INVITATION
～新年会のお知らせ～

ＪＬＡ活動報告＆お知らせ
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カーニバル・パレード in ディーキルシュ
毎年恒例の仮装パレードです。お菓子をばらまき

ながら 50 のフロートがパレードを盛り上げます。

日時／２月７日（日）

場所／Diekirch 駅前通り

カーニバル・パレード
　in エッシュ・シュル・アルゼット
日時／２月２８日（日）

場所／ Esch-sur-Alzette 市内

ワールドキャンプス プレゼンテーション
日時／２月４日（木）18：30 ～

場所／ City Hall of Kay l

      4, rue de l'Hôtel de Ville L-3674 Kayl, Luxembourg

コーラス会
日時／２月１２日（金）、１６日（火）、

　　　１９日（金）

ＪＬＡ新年会
日時／２月２０日（土）19：00 ～

"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/ 次号もお楽しみに…♪

編集／佐藤 有香

水曜限定の北京ダックは絶品！！

レストラン「Le Zai」
20 台のスピードカメラが
ルクセンブルク内で稼働します。

本格中華が楽しめるレストラン「Le Zai」。蒸し物や春巻きなどの

定番メニューから、旬の魚や肉料理、豆腐や野菜をふんだんに使っ

たメニューまで多彩な中華料理に舌鼓♪ 人気の水曜限定の北京

ダックは一度は味わいたい美味しさです。おしゃれなアンティー

クの調度品に囲まれた落ち着いた空間で、とっておきのひと時を

家族や友人と一緒にお過ごし

ください。

12：00 ～ 14：00（ランチ）

18：00 ～ 22：00（ディナー）

18：00 ～ 22：30（週末）

TEL ／ 27 39 74 76

住所／ 273, route d’ Arlon

L-8011 Strassen

http://www.zheng.lu/

2016 年、ルクセンブルク国内の主要道路沿いに新たに２０台のス

ピードカメラの設置が決定しました。そのうち 10 台は N11 号線

Gonderange ～Waldhof 間などに設置され２月より稼働。残りの

10 台がＮ3号線の Schlammesté ジャンクションなどに設置され、

４月中に稼働をスタートするとのこと。

カメラ設置箇所のロケーションマップはネット上で確認すること

ができますが、設置場所に関わらず、制限速度を守った安全運転

を心掛けてください！

今月の

イチオシ！
交通情報

ルクセンブルクイベント情報JLA イベント案内

※詳しくはルクセンブルクのＨＰをご確認ください。
http://www.visitluxembourg.com/en

　　　　和装着付け＆日本舞踊レッスン

ご自身で着物を着るとき、お子さんの浴衣を着せるとき、着付けに困っ

たことはありませんか？ 近年、着物の美しさや和の文化が静かなブーム

となっています。今回のレッスンでは前半に浴衣の着付けを練習し、後

半に日本舞踊のお稽古を通して伝統文化を楽しみながら、着物姿の所作

を身につけていきます。是非ご参加ください。

開催予定：３月 （日程が決まり次第、ＨＰや Facebook で連絡します）

参加費：一人 12€
催行人数：3人～
※浴衣は貸出可能です。詳しくは下記までお問い合わせを。
mail@jlaluxembourg.org　
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