ア イ スの こと
気温が 上がっ てきたと はいえ やはり乾 燥して いるドイ
ツ︒こ こ数日 雨が続い ている のにも かかわら ず何と なく
乾燥 している 気がし ます︒雨 が降る と空気が ひんや りと
して 葉っぱの 匂いが して気持 ちがい いです が油断す ると
足が 冷えて いたりす るので 要注意で す︒お 天気の良 い日
は肌 が痛く なるくら いキツ イ日差 しなので ︑アイ スクリ
ー ムが食べ たくな ります︒ そんな 日にショ ッピン グセン
タ ーにいく とアイ ス屋さ んは大繁 盛なの です︒日 本にい
偏見？

た 頃はハ ーゲンダ ッツと かバスキ ンロビ ンスに 行くのは
女 の子や カップ ルか子供 連れと いう先入 観？
があったた め︵スミ マセン ︶︑こちらの ひげを蓄 えた貫
禄ある おじさん や︑ネ クタイを 締めで びしっと した姿 の
ビジネ スマン︑ 鎖を腰 にぶら下 げたか っこい いおにい さ
ん達が アイス を美味し そうに 食べてい る姿は とても新 鮮
で驚き ました ︒そろそ ろ暑く なって きたし︑ 私もア イスを解 禁にし ようと早 速列に 並びま
した ︒ずらり と並ん だディス プレイ ︒表示は もちろ んドイ ツ語︒前 途多難 ︒でも何 とか大
体は 分かりま した︒ もちろ ん解読不 能謎の アイスも 未だに あります が・・ ・・そ して料金
はシ ングル で１ユー ロ︒＋ １ユーロ で生ク リーム をトッピ ングし てくれる ようで す︒イン
ター ネット で読ん でいるブ ログの 中で﹁ド イツ人 はアイス クリー ムに生 クリーム をたっ ぷ
り 載せて食 べるの が好き﹂ と紹介 してい るのを思 い出し ました︒ ところ が列の後 ろで観 察
し たとこ ろ生クリ ームよ りもダブ ルやト リプルで 注文し ている人 が多い のです ︒確かに 種
類 がたく さんある のでど れにしよ うかと 目移り してしま いまし たがダブ ルは食 べきれな い
の で一つ だけ選 びました ︒その 時はヨー グルト のシャー ベット でした ︒これが またと ても
美味しいのです ︒﹁１ユーロでこんなに美味しいアイスが食べられるなんてすごくステキ
やなぁ ﹂と一人 で感動 していま した︒ こんなに お手軽 に美味 しいアイ スが食 べられる しそ
の上 スー パー に行 けばチ ョコ のコ ーテ ィン グさ れた アイ スバー やボ ック スに 入っ たア イ
ス︑冷凍のベリー類まで色々の種類があるというのに ︑何故かミルクアイスがないのです ︒
ふと食 べたく なって 探したの ですが どこにも 見つか らない︒ 一度食 べたく なるとど うして
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もそ れが食 べたくな ります ︒簡単 に作れそ うな物 となると またま たチャレ ンジ精 神がム ク
ム クと頭を もたげ てきまし た︒他 の物にチ ャレン ジして は過去に 何度も 失敗して いるの に
懲 りずに今 度はミ ルクア イスに挑 戦です ︒結果は ﹁やっ ぱりアイ ススタ ンドで 色々なフ レ
ー バーを 試した方 が美味 しいし楽 しい﹂ でした ︒この頃 では︑ 毎週土曜 日の買 い出しの 時
に アイス カフェ で休憩が てら一 家でアイ スを食 べていま す︒
・
PUKIPUKI
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