
　「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「洋服、
くつを買うときのことば」。日本で使わ
れている洋服のサイズや、試着をした
いとき、ほかの色がほしいときなど、
買い物で使うことばを勉強します。
●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

　仕事のことばやマナーを勉強する、
在住外国人のための講座です。ひらが
な、 カタカナ、簡単な漢字が読める人、
日本語で会話ができる人が対象です。
●日程：6/6、6/8、6/13、6/15（４回す
べて受講できる人）　●参加費：無料　
●場所：ひらがなネット事務所　●定
員：８名　●申し込みが必要です　
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　縁結びの神社として知られる東京大
神宮をお参りしたら、神楽坂へ向かい
ます。石畳の路地を歩き、花街の雰囲
気を満喫しましょう。東京理科大学の
「数学体験館」は、大人でも数学を勉強
したくなる新しいスポット。お昼は
JICA地球ひろばのJ’s Cafeでいただきま
す。最後はJICAの取組みを見学します
（約4.2km）。   ●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「飯田橋」
駅 西口改札 　●申し込みが必要です

　筑前煮、かぼちゃのおやき、カレー
味のソーセージが入ったお弁当と、簡
単でおいしいデザートをつくります。
●参加費：2,500 円　●お弁当、ミル
クプリン　●場所：ひらがなネット事
務所　●定員：８名　●外国人向けの
教室です　●申し込みが必要です

■ひらがなネットで
は、隔月で外国の料理
教室を行っています。
次回「エドと一緒にタ
イ料理をつくろう」は、
7/26（水）に行います。お楽しみに。
■しんぶん裏面の英語は、しばらくの
間お休みします。
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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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はな  しょうぶ

　在住４年目のマルティネスさんは、
フィリピンの首都であるマニラ出身で
す。６月のマニラは雨期に入り、毎日
暑いそうです。お国では映画のＢＧＭ
など、サウンドエンジニアとして忙し
い毎日を送っていました。休日で訪れ
た日本で、友人の紹介で奥さんと出会
いました。趣味は料理と写真です。そ
の日の気分で料理をつくるので、ほと
んどがオリジナル料理です。大好きな
スモークチキンの味を再現できたとき
は、とてもうれしかったそうです。

６月が見ごろの花菖蒲。
葉が菖蒲に似ていて、美
しい花が咲くところから

花菖蒲となりました。アヤメ科なので
アヤメとよく似ていますが、花びらに
黄色い線があります。江戸時代からの
名所である堀切菖蒲園では、200種類、
6,000本の花菖蒲が見られます。

　雨の多い季節は、家
のカビに気をつけましょ
う。湿気の多い風呂場は、とくにカビ
が出やすいです。カビが出たら、こす
らないこと。50度のシャワーで90秒間
かけると、カビがなくなるそうです。
その後も１週間に１回は、50度のシャ
ワーを５秒間かけてください。
（参考資料：NHK「ためしてガッテン」）
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