
　「生活教室」は、在住外国人のための
無料講座です。今月のテーマは「美容
院と化粧のことば」です。髪を切ると
きや、化粧品を買うとき、お店でどの
ように伝えますか。一緒に、楽しく勉
強しましょう。
●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

　職場、学校、ご近 所など、身近な外
国人ともっと話しませんか。英語抜き
でできるコミュ二ケーション方法を教
えます。在住外国人のゲストと日本語
で話をしましょう。    ●参加費：無料　
●場所：ひらがなネット事務所　●定
員：８名　●要予約　●受講はひとり
１回限りです。
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　東京湾にかけられた美しいつり橋
「レインボーブリッジ」。開通したのは
1993年。５月の散歩は、このレインボー
ブリッジを歩いて渡ります（約5.5km）。
●歩くコース：田町駅▶芝浦側遊歩道
入口▶レインボーブリッジ遊歩道▶お
台場海浜公園▶デックス東京で昼食▶
フジテレビ▶台場駅　●参加費：おと
な 1,500 円、学生 1,300 円、小・中学生
750 円（昼食代別途）　●集合：10:25  
JR田町駅改札 　●申し込みが必要です

　モンゴルの家庭料理「ボーズ」をつ
くります。中国の小籠包のような料理
で、皮から手づくりします。熱々を食
べましょう。　●参加費：2,500 円　
●料理：ボーズ、サラダ、モンゴルの
ミルクティ　●場所：ひらがなネット
事務所　●定員：８名　●どなたでも
参加できます　●申し込みが必要です

■「外国人のための仕事教室」４月コー
スが終了し、８人
の受講生が修了証
を受け取りました。
■ひらがなネットは４月で５年になり
ました。５月の散歩・料理教
室に参加のみなさんに記念
バッジを差し上げます！
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ひ ら が な ネ ッ ト 便 り

講座、イベントはお申し込みが必要です
　  ▶03-6658-5414（平日10～17時）
　  ▶info@hiragana-net.com へ
tel
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　モンゴルでは、お母
さんは最初に起きて外
から木を持ってきて、

家を暖めます。料理やお茶をつくりま
す。それから私たちが起きます。水も
お母さんが運んできます。私は早く大
きくなって水を運ぶのが夢でした。は
じめて小学３年生で水を運びました。
それを見たお母さんは私をすごくほめ
てくれました。モンゴル人はお母さん
をとても尊敬しています。

　カナダの首都、オタ
ワに生まれました。政
府に関する仕事をする人が多い町で
す。私は英語もフランス語も使う東側
で育ちました。残念ながら、私はフラ
ンス語を話せません！　高校２年生の
ときから毎週、日本語を勉強しました。
オタワはとても国際的な町なので、外
国語を学べるチャンスがあり、たくさ
んの文化とふれあいました。

　私が生まれた場所は
アユタヤという世界遺
産の町です。古いお寺

がたくさんあって、そこは親の仕事場
であり、私の遊び場でもありました。
タイ人は辛いものが得意なイメージで
すが、私は子どものころには食べられ
なくて、少しずつ食べて慣れるまでに
は時間がかかりました。
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5/17
（水）
14:00
15:30▼

外国人のための「生活教室」 vol.8
 がいこくじん　　　　　　           せいかつきょうしつ

 がいこくじん　　　　　　           　りょうり

外国人向け
がいこくじん む

外国人も、日本人も5/27
（土）
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レインボーブリッジを歩こう
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

あいはら

福原メラニー
ふくはら

清水チュアンチュエン
しみず

モンゴル カナダ タ　イ

スタッフの国を

紹介をします！

　　　　　  　　　    くに

しょうかい

5/25
（木）
10:30
12:30▼ モンゴル料理をつくろう

ザヤといっしょに

6/5
（月）
19:00
20:30▼

「外国人とのお付き合い」講座
　　がいこくじん　　　　　　　   つ　   　  あ　　　　　   こうざ　

日本人向け
にほんじん む


