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　「生活教室」は、在住外国人のための
無料講座です。今月は「料理の言葉を
覚えよう」。料理の名前、道具、調味料、
野菜の切り方など、日本語学習の教科
書にはない言葉を覚えましょう。
●参加費：無料　●場所：ひらがなネッ
ト事務所（JR両国駅徒歩12分、墨田区
亀沢2-19-7) 　●予約はいりません

　仕事をしたい外国人のための教室で
す。職場のマナーや仕事で使う言葉、
敬語を学びます。  初級の日本語がわか
る方（簡単な日本語で会話ができる、
JLPT：N5 以上）が対象です。コースを
終了した方は、修了証がもらえます。
●参加費：無料　●場所：ひらがなネッ
ト事務所　●定員：８名　●全４回受
講できる方　●申し込みが必要です　
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　自由に生きるフーテンの寅さんの映
画は、世界中の人に愛されています。
映画の舞台となった柴又から江戸川沿
いを通り、金町まで歩きます。昼食は
東京理科大学葛飾キャンパスの学生食
堂でとります（約4.6km）。
●参加費：おとな1,500円、学生1,300円、
小・中学生 750 円（昼食代と山本亭の
入場料100円は別途かかります）　
●集合：10:25  京成金町線「柴又」駅

タイの家庭料理「カオクルックガピ」
をつくります。小エビの入ったご飯と
たくさんの具を混ぜ合わせて食べま
す。肉団子のスープ、デザートもつく
ります。●参加費：2,500円（材料費込み）
●場所：ひらがなネット事務所　●定
員：６名　●申し込みが必要です

■２月からモンゴル人の相原が、スタッ
フに加わりました。モンゴルと日本の
架け橋になりたいという彼女の夢がか
なう職場にした
いです。 ■外国
人のための仕事
教室・２月コー
スが終了し、み
なさんに修了証
を渡しました。
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　アメリカのマイアミから来たアルフ
レッドさんは、銭湯が大好きです。す
でに115か所の銭湯に入りました。高校
で英語を教えていますが、週末になる
と１日に２～３か所の銭湯に行くそう
です。銭湯の魅力は宮造りの立派な建
物や、お風呂の種類が多いところ。そ
して、富士山のペンキ絵も個性がある
し、番台の人と話すのも楽しいそうで
す。もっともっと銭湯のことを知って
世界中の人に魅力を広げたいと、銭湯
サポーターとしても活動しています。

３日間くらい寒い日が続
いたあと、４日間暖かい
日が続く。それを繰り返

すという、気温の変化を表しています。
もともとは冬の季語です。中国や朝鮮
半島で使われています。日本では春先
に起きるので、春に向かってだんだん
暖かくなる。という意味で使われるよ
うになりました。

　３月11日は、パンダ
発見の日です。1869年にフランス人の
神父が、中国四川省の奥地にある家を
訪ねました。その時に白と黒の熊の毛
皮を見せられました。それがパンダで、
世界中に知られるようになりました。
パンダの名前はネパール語で「竹を食
べる」という言葉が変化したそうです。
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三寒四温

パンダ

グバーラ・アルフレッドさん

アメリカ
友だちの国は…
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外国人のための「生活教室」 vol.6
 がいこくじん　　　　　　           せいかつきょうしつ

外国人向け
がいこくじん む

外国人も、日本人も3/18
（土）
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寅さんの柴又～金町を歩こう
　   とら　　　　　  　しばまた　　   かなまち　　  ある

みんなで散歩
さんぽ
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外国人のための 「仕事教室」 ４月コース
  がいこくじん　　　　　　　　 　しごと きょうしつ　　

がいこくじん　　にほんじん

外国人向け
がいこくじん む

3/21
（火）
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15:00▼ エドと、タイ料理をつくろう
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どなたでも参加できます
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