
　「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２」。和食のレシピを一緒に読
んでみましょう。「甘い」「塩辛い」「こっ
てり」など料理の味の表現も覚えます。
●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

　外国人向けのお弁当教室です。いろ
いろなおかずが入ったお弁当は、栄養
たっぷりです。今回は、とり天、なす
みそなどのおかずと、抹茶味のチョコ
のお菓子をつくります。料理をしなが
ら、日本語も勉強しましょう。　●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
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　３年後のオリンピックをひかえ工事
がどんどん進んでいる千駄ヶ谷から、
たくさんの樹々に囲まれた明治神宮ま
で歩きます。鳩森八幡神社で富士塚に
のぼったり、能楽堂に寄ったりと盛り
だくさんです。さわやかな季節なので、
広い芝生のうえでお弁当を食べましょ
う（約4.0km）。　●参加費：おとな1,500円、
学生1,300円、小・中学生750円　●集合：
10:25  ＪＲ総武線 千駄ヶ谷駅改札　
●お弁当を持ってきてください

　４月で５周年を迎えた
ひらがなネットの事務所
で、「お～い お茶」の伊藤園を招いて
の「お茶セミナー」を開催します。お
いしいお茶の入れ方を教えていただき
ましょう。　●参加費：無料　●場所：
ひらがなネット事務所　●定員：20名
●予約をしてください

ひらがなネットは、４月11日で５歳に
なりました。オオノマユミさんデザイ
ン、誕生花をあしらったバッジをつく
りました。散歩や料理教室、
講座などに参加してくだ
さった方に差し上げます！
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　  ▶03-6658-5414（平日10～17時）
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　東京都目黒区で、生
まれ育ちました。家は
町工場で、同級生の家

も工場や商店など自営業が多かったで
す。友だちの店で野菜や花を買ったり、
卓球をしたり。結婚して墨田区に引っ
越し、同じ東京でも雰囲気がずいぶん
違うことを感じました。東京は楽しい
です。散歩で新しい場所に行くと、わ
くわくします。

　生まれも育ちも東京
都墨田区です。米屋の
娘です。昭和30年代は近所にたくさん
の子どもたちがいて、私も友だちと遊
びまわっていました。公園には紙芝居
のおじさんがいて、駄菓子屋では10 円
でもんじゃ焼きが食べられました。近
所には映画館があり、怪獣映画を子ど
も同士で見に行くなど、小学生でも自
由に行動していました。

　小江戸と呼ばれる蔵
造りの町 、川越で育ち
ました。川越祭り、菓

子屋横丁、時の鐘、鰻屋さん、さつま
芋菓子、楽しい場所やおいしいものが
たくさんあります。さつま芋からつ
くった COEDO ビールも人気です。子
どものころザリガニ釣りをしていた赤
間川は、桜の名所になりました。いつ
か みんなで散歩が できますように。
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4/26
（水）
14:00
15:30▼

外国人のための「生活教室」 vol.7
 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4/29
（土）
10:30
13:30▼

千駄ヶ谷～明治神宮を歩く
　　　せん  だ　が     や　　 　めいじ　じんぐう　　  ある

みんなで散歩
さんぽ
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がいこくじん　　にほんじん

4/19
（水）
14:00
16:00▼ お茶セミナー

スペシャルなバッジ プレゼント

　　　　　　　ちゃ

どなたでも参加できます
　　　　  　さんか

4/20
（木）
10:30
12:30

外国人向け
がいこくじん む

あきこの お弁当教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　べんとう きょうしつ

ひらがなネットは５周年

２つのスペシャル企画！

としま　ひろこ

吉澤弥重子
よしざわ　　やえこ

井口明子
いぐち    あきこ

日　本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　しゅうねん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  きかく

５周年企画で

スタッフ紹介を

します！

　しゅうねん  きかく

　　　　　  しょうかい

５周年！

  に　　  ほん


