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Hello!!〜Chiko’s column〜  

 

みなさん、こんにちは！！お久しぶりです。いかがお過ごしで

しょうか。タイのバンコクから帰国し、只今、私はフランスに

居ります！コロナの中の引越しは少し緊張しましたが、無事来

仏しました。フランスと言えば、みなさんやはりパリをイメー

ジされると思いますが、私が引っ越した場所はアルルという小

さな街です。「アルル」と聞いてハッとされた方もいるかと思い

ます。そう、アルルは世界中に愛され、日本人にもとっても人

気がある画家、ゴッホが少しの間住んでいた街なのです。彼が

滞在中に描いた「アルルの女」「夜のカフェテラス」は日本でも

よく知られた作品の一つではないでしょうか。私もこの街に来

る前から、ゴッホは大好きな画家の一人なのでイギリスのBBC
が作成したゴッホの再現ドキュメンタリー映画は何回もみまし

た。（ゴッホ好きの方にはオススメです！確かAmazon Primeで
今観られるかと思います。）まさかこの街と縁があるとは思って

もいませんでしたが、実際来ることになり自分自身でも驚いて

います。まあ人生こんなものですね、笑。  

さて、実際のアルルの街はというと、本当にタイムスリップしてしまった

かと思うような、とても小さく可愛い街です。アルルの街の中心部は城壁

に囲まれている旧市街で、もちろん城壁の一部は壊れているのですが、街

全体に昔の建物がたくさん残っています。ローヌ川も街のすぐ横を流れて

いて、とても長閑なところです。私の住んでいるアパートは旧市街の中心

にあり、ローヌ川まで徒歩 2分、さらに反対方向に２分歩くと、円形闘技
場があります。イタリアのコロッセオをイメージしていただくと分かりや

すいかもしれません。この円形闘技場は、紀元前 1世紀頃に作られたもので、フランスにある円形闘技
場としては最大のものだそうです。そんな風景の中に、バンコクそして名古屋という都会を経由して一

気にこの街に舞い降りたので、なんだか最初の２週間は景色も何もかも慣れず、よく寝られませんでし

た、笑。今考えると、フランス語も話せないし、小さい街だし、友達もいないし、何もかもが不安だっ  

   ↑ アルルの街 

たのかもしれませんね。今は少しずつですが雰囲気には慣れ

てきました！さて、フランスと言えば、食べる事が大好きな

私にとっては、定期的に開催されるマルシェ（市場）が気に

なる！アルルのマルシェは水曜日と土曜日の朝に開かれま

す。海外のスーパーマーケットも大好きですが、やっぱり市

場では新鮮な魚介や肉、野菜、チーズや卵など質が良いもの

が手に入ります。小さい街ですがマルシェにはたくさんの店

が並び、目移りしてしまいます。そこで大切なのは、やはり

観察とリサーチ。いくら市場でもやはり店の質には差があり

ます。 さらに私は見た目もアジア人で、あちらからしたら
外国人なので、少し値段を盛られたりされてしまうこともあ

ります。また、市場にはジプシーもいるので、貴重品はしっ

かり管理することを忘れずに、いざ参戦します！！ 

でも、やはり食の国フランスの市場は見ているだけでもワクワクして

しまう楽しさです！さらにアルルの隣の地区には豊かな自然が残る

カマルグ湿原が広がり、地平線が見えるほど広大なカマルグ湿原は、

景勝地であるのに加え、野生動物の宝庫でもあります。また海も近い

為、新鮮な魚介やお肉など地産地消できるのです。なので、最近、ア

パートからスーパーも結構遠いですし、マルシェに毎週参戦し、一週

間分のほとんどの食料品を調達し、食べきる！というサイクルにして

います。そして、やはりマルシェの食材は安い！スーパーの値段と比

べると雲泥の差です。そんな私にとっては、毎週のマルシェが１週間

の中の楽しみの一つでもあります。アルルの街は小さいし、英語はほ

ぼ通じないし、スーパーは遠いし、不便なことも言い出したらキリが

ないのですが、やはり人間不便だとそれなりに諦めもつき、「なんと

かなる（する）精神」で、意外と工夫できたり、それによって得た達

成感も味わえるという事を少し発見できました、笑。こんな感じで、

今まで通り、我が道を行く最近の Chikoです！もう 2020年もあっと
いう間にラストスパートですね！色々大変な年ではありますが、終わ

り良ければ全てよし！とポジティブにラストスパート一緒に駆け抜

けて行きましょう！では、お体にお気をつけてお過ごしください！ 
また次回！                                      Chiko 

     

 



Hello!!〜Rie’s column〜  今月のおすすめの一冊  

こんにちは、スタッフの Rieです。秋も深まって来た今
日この頃ですね。皆さんお元気ですか？そろそろ紅葉

Watching のプランを立てている頃でしょうか？「Go to 
Travel」、「Go to Eat」はもう活用しましたか？実は、先日
私は 「Go to Travel」を使いました。両親が温泉に行き
たい、と言っていたのですが、父は脚が弱くあまり歩け

ないので、近場が良いという事で、桜木町にあります『万

葉の湯・みなとみらい』に行って来ました。Go to 
Kanagawa from Kanagawaという感じですが、、（笑）私の
両親も今は関内に住んでいて、私が生まれたのも関内で

すが、こちらの施設を使ったのは初めてです。そして、

3人より 4人が楽しいかな？と思い、先日高崎に転勤に
なった社会人 3年目の姪っ子も誘ってみたところ、ちょ
うど連休が取れたので、２人部屋を２つ取りました。万

葉倶楽部が持っているこの『万葉の湯』は、チェーンで

すので日本全国に「日帰り・宿泊温泉施設」を設けているようです。予約はホームページから

やりましたが、すでにキャンペーンでお買い得になっていまして、、現地でさらにGo To Travel
３５％Off!!!との事を聞き、おーこれはちょっと上のランクもいけるかな？と密かに顔がほこ
ろんだ私です。 両親は好き嫌いがあったり少食だったりなので、コース料理は私と姪っ子の 2
人分で、両親はお食事券付きの神奈川県民限定のプランにしました。 
さて、現地で早めに集合した私たちは、まずは体温チェックと手の除菌を求められます。チェ

ックインは 17時ですが、宿泊日の 10時から温泉に入れます。ですので、私達は先に温泉に入
り（ちなみに内風呂も結構広いですが、露天風呂はジェットバスもあり、かなり広々していま

す）その後ちょっと畳部屋のお食事処でゆっくりした後（館内には無料で使えるリラックスル

ームもありますし、マッサージ/岩盤浴/リフレクソロジー/タイ古式等も予約できます。）チェ
ックインして 18 時から夕食にしました。コースの食事は通常のお食事処ではなく、階の反対
側にある夜景がばっちり見える素敵なレストランでした。隣のコスモワールドのライトアップ 

みなさんこんにちは！	 人

肌恋しい季節となって来ま

した♪ そこで今月はそん
な季節にぴったりの本をご

紹介いたします。１冊目は

レティシア・コロンバニ

著『三つ編み』、フランス

で 85 万部以上の大ヒット
となった作品です。著者も

フランス・ボルドー生まれのフランス人。日本語

の翻訳を読んでいても、フランス人の言いそう

な、なんとなく遠回りしているような感じであり

かつ詩的でオシャレな表現なので、フランス語を

学んでいらっしゃる方は、原書と一緒に読んで見

てもいいかもしれませんね。 
内容は、場所も境遇も違うけれど、それぞれ必死

に生きている 3人の女性。共通しているのは「自
分の意思を貫く勇気」を持っていること。そんな

3 人の女性の人生の物語が交わるはずもないの
に、それぞれが運命と戦うことを選んだ時、つな

がるはずのない 3人の人生が最後に一つになるの
です。特にインドの過酷な状況で生きている不可

触民スミタの物語には涙が押さえられません。他

の 2人もそれぞれの状況に負けず強い意志で生き
ていこうとします。読み終わって、自分も負けず

に強く生きていこうと思えてくるような、前向き

になれる物語です。 
が綺麗で、お食事も最高でした。コースの料理が凄くて、

やはり２人分で正解でした。追加した料理も含め、４人で

色々食べました。姪っ子もいつの間にか結構お酒が呑める

ようになっていてびっくりしました（一緒に呑めて嬉しい

私！笑）夜寝る前にまた温泉に入り、翌朝も早く起きて入

り（翌朝は天気が良く、露天風呂からの海の景色が最高で

した。）朝食も、その場で焼いてくれる焼き魚が４種ぐらい、

甘エビ・いくら・まぐろ等のお刺身、すき焼きとかのミニ

鍋、そして洋食・和食のおかずの小鉢がいっぱいあり、本

当に全部の種類は食べられません。朝食はたしかほとんど

のプランについていたような気がします。ちなみに、館内

での注文や買い物は、ロッカーの鍵がついたリストバンド

に全部ピコっと入れるので、その場ではお財布を出さなく

て良いので便利です。会計は最後チェックアウトの時にリ

ストバンドを返し、そこで精算します。私達は、食事券とか地域共通クーポンを全部使ったの

で、追加の支払いはほとんどありませんでした。（ビールとかお酒とか結構頼んだのに、、、笑） 
チェックアウトの後は、姪っ子が横浜観光したいというので、２人で赤レンガ倉庫のお店を見

たり、「あかいくつバス」に乗って『港が見える丘公園』に行ったり、観光バスのようにあち

こち楽しみながら桜木町まで戻りました。近場でしたが、本当に旅行気分でした。皆さんも是

非Go To Travel、 Go To Eat活用するべきですね。でも、コロナが終息したわけではないです
ので、お出かけの時はどうか気をつけてください。 
さて、11月に入るとやはり気になるのはアメリカの大統領選挙ですね。 この新聞を読まれて
いる時にはすでにどちらかの大統領に決まっているかもしれません。日本の経済も誰がアメリ

カの大統領になるかで、変化するというから凄いですよね。今回は最後に、そういった選挙に

関した英語の単語のお話です。 
もちろん単語は山ほどありますが、ちょっとだけリストアップしましたので見ておいてくださ

い。 
・大統領選挙	 presidential election  
アメリカであったら	 “US”を前につけたほうが良いです。 
・	 郵便投票	 mail-in ballots/voting by mail 

これは今回コロナの問題があるので今年は郵便投票が多いようですね。 
・	 不在投票	 absentee ballot   期日前投票	 early voting 
・	 激戦州	 battleground states/swing states（揺さぶられるって感じでしょうか？） 
・	 僅差での勝利	 razor-thin victory/win by a hair(タッチの差で勝利する) 
・	 就任宣誓	 oath of office 
・	 就任演説	 inaugural address 
”address”は「住所」という意味が一般的ですが、演説/講演等の意味もあります。動詞として
の”address”も演説/講演をする、話かける、申し込む、（誰々を…と）呼ぶ、等等、いろんな意
味がありビックリします。今回はこんなところにしますね。 
それでは皆さん、また次回まで！	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 See you!  Rie 

2 冊目は、喜多川泰著
『楽しいことを望むの

ではなく、起こること

を楽しんで生きる』で

す。このところのコロナ

自粛で、学習に対して皆

さん気持ちが萎えていま

せんでしょうか? そんな
時にこそ、読んでいただ

くとちょっとした勇気を

もらえるかもしれません。以下、僕がいいなと感

じた文章です。 
	 	 	  

自分に「いいからやれ」と言え	

何かをやった結果起こることがある。例えば、走

ると呼吸が荒くなる。腕立て伏せをしたら筋肉が

疲労する。何度もピアノの練習をしたから、新し

い曲が弾けるようになったとか。(けれども)逆だと
考えている人はいない。呼吸が荒くなるから走る

んだ。筋肉が疲労したから腕立てをする。新しい

曲が弾けるようになったから、何度も練習をする。

これらはおかしい。ところが、こと「やる気」と

「行動」の関係となると、逆に考えている人があ

まりにも多い。「やる気」の結果起こることが「行

動」というこの言葉だけでも違和感を感じるのに

は十分だろうと僕は思う。「やる気」を持っただけ

で結果が生み出されるわけではない。「行動」の結

果「やる気」が湧いてくる。つまり、「やる気」と

いうのは「やる」からこそ生まれる結果でしかな

い。だからやる気を出すには、自分の感情を無視

して、自分がやると決めたことを粛々とこなすに

限る。「しんどいなぁ」「やりたくないなぁ」「面倒

臭そう」といった感情を一切無視して、「やると決

めたからやる」の一点張りで行動を始める。そう

すると、結果として「やる気」がやってくるので

す。「やる気になる方法」を探しても行動には結び

つかないのは、原因と結果が反対だから。という

わけで、「いいからやれ!」と自分に言おう。それ
を自分に言える人であろう。それを言って重い腰

を上げた数だけ「やる気」は湧いてくる。  やる
気の科学、皆さんはどう思いますか?まとめ 小林 

 
 


