
仕事教室
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　今月のテーマは「安全に毎日を送る
ために（1）」。日本は安全といっても、
たくさんの事件が起きています。何に
注意をしたらいいか、一緒に学びましょ
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

　「こんなとき、ほかのママたちはどう
しているだろう？」。モンゴル人スタッ
フのザヤが子育て体験を話します。そ
して、子育て中の悩みをみんなで話し
ましょう。外国人のママも日本人のマ
マも、ご参加ください。 ●参加費：無
料　●場所：ひらがなネット事務所　
●定員：８名　●お子さんと一緒に参
加できますが、目を離さないようお願
いします　●申し込みが必要です　
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　タイ人スタッフのエドが、緑豊かな
板橋区を案内します。起伏に富んでい
るので、上り下りのあるコースです。
三田線の終点、西高島平駅をスタート
し、江戸時代に建てられた古民家に寄
ります。日本で３番目に大きい東京大
仏にも会えます。昼食はネパール料理
を食べて、話しましょう（約4.3km）。   
●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800円）
●集合：10:25  都営三田線「西高島平」
駅  改札　●申し込みが必要です

　そうめんにタイカレーをかけて野菜
と一緒に食べる「カムノジーン・ナム
ヤーガイ」、エビの揚げパン、食パン
が入ったタイのかき氷をつくります。  
●参加費：おとな 2,500 円、学生 2,100
円　●場所：ひらがなネット事務所　
●定員：各回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」
６月コースが終
了し、受講生の
みなさんに「修了証」を渡しました。
現在、10月コース生を募集しています。
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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

 こうざ                     　　　　　  もう　   こ　　  　ひつよう
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外国人のための「生活教室」 vol.10
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　　「子育てママ集まれ！」
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エドと、西高島平～下赤塚を歩く
　　　　　　　　にし たかしまだいら　     しも あかつか　   ある

みんなで散歩
さんぽ

vol.117

がいこくじん　　にほんじん
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エドと一緒に、
タイ料理を
つくろう

もうしょ　び

　2009 年に交換留学生で滋賀県の大
学に入りました。その後、岐阜県の大
学院を卒業し、日本の専門商社に入社。
今年２月に女の子を出産し、現在は育
児休暇中です。来年、保育園に入れる
かどうかで頭を痛めています。何さん
は湖南省出身で、花火が有名な場所で
す。夏は日本と同じで花火大会が行わ
れ、とてもきれいだそうです。故郷の
花火のほうが盛大ですが、日本は花火
を見ながら料理を食べたり、浴衣を着
たりするので、楽しいといいます。

　天気予報では、猛暑日、
真夏日、夏日と使い分け
ています。最高気温が
35℃以上の日を猛暑日、

30℃以上の日を真夏日、25℃以上の日
を夏日といいます。そして、夕方から
翌日の朝までの最低気温が 25℃以上
になる夜を、熱帯夜といいます。暑さ
対策をお忘れなく。

　和菓子屋では、夏
になると水ようかんが並びます。冷や
して食べるとおいしいです。お中元で、
缶に入った水ようかんを贈る人も多い
です。水分が多くて、やわらかく、甘
さも控えめ。食べやすいです。しかし
福井県では、水ようかんは冬に食べま
す。地域によって違いますね。
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