
新聞屋さんのおすすめレシピ

・エスプレッソまたはインスタントコーヒー
・牛乳

NO.13 エスプレッソ

材料

　今月は、ASA 茅ヶ崎西部の山村がおすすめす
るチョコレートによくあう「エスプレッソ」です。
　「朝日新聞経営研究センターに入社する前スト
リクトリーシアトルというエスプレッソを主体
にしたカフェを運営展開する会社に在籍してい
ました。その時によく聞かれた、マシーンがな
くても家庭でおいしくできるレシピのお話です。
もう 10 年以上前なのでよくご存知の方もいられ
ると思いますが…」

①エスプレッソもしくはインスタントコーヒー ( スプーン山盛り 1 杯 )4、
温めた牛乳を 6 の割合でカップに注ぎこみます。
②温めた牛乳をクリーマーなどでかき混ぜ、泡立
てて上にのせるとベスト。
③ここに砂糖のかわりに市販されているフレー
バーシロップ ( 色々な味の物があります ) を数滴た
らせばフレーバーラテが出来上がります。 この時
期はチョコレートシロップでも OK です。
是非お試しを。
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ASA 茅ヶ崎西部
おすすめ

ラメール一押しのチョコレート菓子です。
チョコレートをたっぷりと使用した、
濃厚かつしっとりとした焼菓子です。
◆焼きチョコ＊ 150 円 /1 個　
900 円 /5 個 ( 箱入り )1,650 円 /10 個
( 箱入り )　2,500 円 /15 個 ( 箱入り )

LA MERLEPRECHAUN

直径 8cm のずっしり重いチョコ
レートケーキです。季節限定商
品の為、要予約でお願いします。
◆インペリアル＊ 630 円

ベルギーの最高級チョコ「カレボ」を
使用したぜいたくな生チョコレートです。
◆生チョコレート＊
えぼし岩のショコラ ( ミルク )
天使の宝石 ( ホワイト＆苺 )
各 735 円 /12 個入り　24 個入り /1,260 円

湘南菓子工房ヒラオカ

ムッシュ武田の店
バーデンベルグ本店

寒川町宮山 923-7/0467-74-6141
10：00 ～ 20：00/ 休  第 3 水曜日

茅ヶ崎市甘沼 626-2/0467-26-6662
10：00 ～ 21：00( 日・ 祝 は 20：00 ま で ）
休  月曜日（祝日の場合は火曜日）

平塚市四之宮 5-27-19/0463-55-8700
平日 9：30 ～ 19：30（日は 19：00 まで）
休 第 3 水曜日 ( 祝日の場合は翌日 )

茅ヶ崎市萩園 1713-2/0467-82-5581
9：00 ～ 20：30/ 無休

 St.
Valentine's
 Day もうすぐ、バレンタイン !

大切なあの人に…家族に…

お世話になった方に…

ASA 各店より、おすすめ

バレンタインスイーツを紹介します。

今年は地元のお店を覗いてみませんか？

うさぎ、かいじゅう、ねこなどの
全 13 種類の型抜きチョコ
◆ドールチョコレート＊
( 小 )400 円 ( 中 )470 円 ( 大 )580 円

レプラコーンでは今年もてんとう虫チョコの販売
をいたします。このチョコレートの売り上げの一
部はガーナの子どもを児童労働から守り、教育を
支援する活動に使われています。是非今年のバレ
ンタインはしあわせを運んでみませんか？
◆ 4 個入りてんとう虫のチョコレート＊ 500 円

ASA 鶴が台おすすめ

タウンメイト
あさひ
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VICTORY !VICTORY !VICTORY !
がんばれ！湘南ベルマーレ

●お問合せ / 湘南ベルマーレ TEL 0463-25-1211
湘南ベルマーレ公式サイト　http;//www.bellmare.co.jp/

Fリーグ2010-2011ホームゲームスケジュール

第 25 節　2 月  6日(日)17:00
　　　　　　　　vs. 府中アスレティック FC
第 27 節　2 月20 日(日)14:00
　　　　　　　　vs.. 名古屋オーシャンズ

◆「ベルマーレワンダーランド2011」２月１９日( 土 )12:00 ～15:00 開催 !

　今年 15 回目を迎える「ベルマーレワンダーランド 2011」が開催されます。
平塚駅前の商店街を会場に反町康治監督以下全選手・スタッフが参加し、サポーター
や地域のみなさんとの交流イベントを行います。どなたでも無料で参加できます。
ご家族そろって楽しい一日をお過ごしください。（小雨決行）

　フットサルの全国リーグ「F リーグ」。今季のリーグ戦は終盤にさしかかり、毎週サッ
カーに負けない熱い戦いが繰り広げられています。「フットサルの特徴はスピード感。
サッカーと比べるとずっと狭いスペースなので、人もボールもとにかく速い。ゴール
も近いのでたくさんの得点チャンスが生まれ、プレーヤーも観客のみなさんもエキサ
イトできます。ぜひ、アリーナで生の試合を見てそのダイナミックな迫力を楽しんで
ください」と話すのは、No.15 関新選手。頼りになる「湘南のおとうさん」です。
　湘南ベルマーレフットサルクラブのホーム戦の舞台は小田原アリーナ。体育館の中
でのゲームですから、寒くても雨が降っても安心して観戦できるのも魅力です。

会場：小田原アリーナ　小田原市中曽根 263
小田急線富水駅または蛍田駅より徒歩 15 分　無料駐車場完備
お問合せ / 湘南ベルマーレスポーツクラブ　TEL　0463-25-1151
　　　　　公式サイト　http://www.bellmare.or.jp/futsal/

「湘南の暴れん坊」
　　その遺伝子はフットサルチームにも受け継がれている

No.15　関 新 ( せき  あらた ) 
2007 年入団　ポジション /ALA
1977.5.9 生まれ　出身 / 東京都
160cm/60kg

15
Arata　Seki



Letter from 広州　～広州からの手紙～ 日本語教諭として中華人民共和国広東省広州市に赴任している元旭小学校校長､ 八坂眞司さんからの手紙です

平成 22 年 9 月より片面を ｢マイタウン寒川｣､片面を「あさひタウンメイト～情報版～」として、より広域な情報をお届けしています。

新年おめでとうございます。
 　12 月は中国各地で大雪の被害が出ていますが、ここ広州は
学生の話によると気温は例年になく温暖だそうで、新年も青空
にめぐまれました。
さて、12 月 14 日でアジアオリンピックとパラリンピックの全
ての行事が終わり、ボランティアに参加していた学生たちが教
室に戻ってきました。開会式に参加した学生は事前の練習や当
日は朝から夜９時まで従事し「先生、大変でした」ともらして
いました。結構大変だったようですが、貴重な思い出に残る体
験をしてきたようです。
日本人とかかわった学生は、日本人をどのように見てきたのか
気になるところですね。そこで何人かの学生に聞いてみました。
　プレスセンターでボランティアをした学生は、他の国の記者
はちょっとした失敗でも怒った厳しい口調で指摘するのに、日
本人記者はとても親切で優しかったといいます。

　レスリング会場でボランティアをした学生は、礼儀要員とし
て表彰式の際メダルを運ぶ役だったそうです。彼女も、「日本
人は競技も素晴らしかったし、礼儀も素晴らしかった」と感想
を述べていました。
　柔道会場で日本語通訳のボランティアをした学生は、退場す
る観客をタクシー乗り場に案内する係になったそうで、日本人
を案内した時の体験を話してくれました。あまりに多い利用客
のため、タクシーが不足し何時になったら乗れるのか分からな
い状況だったそうです。その２人の日本人婦人はどうすればい
いのか困っていたそうです。そこで、学生は地下鉄を利用して
ホテルまで案内することにしました。地下鉄の中でその日本人
は「○○という日本人選手を知ってる？」と聞いてきたそうで
す。「いや知らない」と答えると、「今日金メダルを取ったのよ。
私の息子なの」と嬉しくてたまらないという感じで話し始めた
そうです。それがきっかけで、地下鉄の中で日本語での会話が
スムーズにできたそうです。日本人の宿泊しているホテルまで
案内し別れるときには大変感謝されたそうです。彼は「自分の
知識と勇気をちゃんと持てば、権力など持っていない僕でも中
日友好にささやかながらも力になれる」と話してくれました。 
　私が日本人であるから日本人の悪い点を言わないのかもしれ
ないのではと思ったのですが、彼らの話をいろいろ聞いてみる
と、やっぱり日本人の評判はいいですね。
　自分の国（中国）のスポーツ界についても一言述べる学生
もいます。私が「中国はたくさんの金メダルを取ってすごいな
あ！」というと、「でも先生、審判が中国寄りですよ」と言う
んですね。これにはびっくり。さらに「日本人の選手は外国の
マスコミのインタビューに英語で答えているのに、中国の選手
は中国語でしか答えることができません。彼らは小さいときか
らオリンピックでメダルを取るためだけに特別に訓練を受けて
いて、その他のことができないのです。オリンピックのメダル
の数は多いですが、国民がスポーツを楽しみ、健康に生かす

　　　　　　　　　　　　　　　　私のアパートで巻き寿司作り
と言うまでにはまだまだなんです。」と言うんです。そうかー、
英語でインタビューに答える日本人選手もいるのかと私も驚い
たものです。私が高校生のとき東京オリンピックがあったので
すが、テレビのない我が家ですから、友達のうちに毎日のよう
にオリンピック放送を見に行ったものです。そして、アナウン
サーが「日本がんばれ！日本がんばれ！」「金メダルです。金
です。○個目の金メダルです」と絶叫していたのを思い出しま
す。それに比べると、私の周りにいる学生はもっと冷静に自分
の国を見ているなと感心します。
　魚釣島の事件以来、双方の国民の相手国への「好感度」は急
激に低下していると報道されていますが、私の周辺では依然と
して日本への関心も憧れも、そして日本人への好感度も高いの
を感じます。双方の市民レベルでの交流がますます進んで、相
互理解が深まることを願っています。
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祝 新成人
①名前　②出身中学　③職業　④寒川の未来（自分の将来）

①加納千尋さん
②旭が丘中学（吹奏楽部）
③サービス業勤務
④田舎っぽいところが残っている寒川が
好きなので、親しみや温かみのある
町の雰囲気は変わらないでほしい。

①西田恵美さん
②旭が丘中学（テニス部）
③販売業勤務
④寒川が大好きなので、結
婚して子どもが生まれても
安心して暮らせる町であっ
てほしい。
30 歳までには、結婚したい
です。

① M.U さん
②寒川中学（理科部）
③大学生
④高速道路や新幹線の駅が
新設されるので、経済的に
豊かになってほしい。
大学では交通関係の勉強を
しているので、将来は鉄道
や観光に関わる仕事に就き
たい。

① T.K さん
②寒川中学（囲碁将棋部）

③大学生
④未来の寒川の子どもたちが安心して
暮らせるような、豊かで安全な寒川で

あってほしい。

①稲垣祐太さん
②寒川中学
③大学生
④豊かで明るい町であっ
てほしい。
将来は化学の教員か研究
職に就きたい。
※成人式では企画委員と
して司会 ･ 進行を担当

①右城彩子さん
②寒川東中学（テニス部）
③大学生
④交通の便がよくなって、
商業施設がもう少し充実
するといいと思う。
将来は、旅行関係の仕事
に就きたい。

①写真左から
　芹沢美沙紀さん・石井皐月さん・石川恵さん
②旭が丘中学（バスケットボール部）
③学生
④町が発展するのはうれしいけれど、開発で豊
かな自然や、昔ながらの文化など良い部分をな
くさないように。

今年、寒川町では 533 名の新成人が誕生しました。
平成 23 年 1 月 10 日町民センターで行われた成人式に
訪れた新成人の方に話をうかがいました。


