
　今月のテーマは「安全に毎日を送る
ために（2）」。自転車が走るのは道の右
側ですか、左側ですか。自転車の二人
乗りは大丈夫？　日本の交通ルールや、
自転車に乗るときの注意点などを一緒
に勉強しましょう。 　●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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　近所の銭湯に行ったことはあります
か。銭湯は、町のお風呂屋さんです。
家にお風呂がある人も行きます。大き
な湯船にゆっくりつかると、幸せな気
分になります。この日は、ひらがなネッ
トの事務所で30分くらい銭湯の入り方
を説明したあと、天然温泉の「御谷湯」
へ行きましょう。お風呂に入ったあと
に飲む冷たい牛乳は、おいしいですよ。
●参加費：無料（銭湯の入浴料 460 円
が必要です）　●持ち物：着替え、タ
オル（タオルは100円で借りることも
できます）　●集合場所：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）　●申し込みが必要です

■ひらがなネットは、８月21日（月）～
25 日（金）を夏期休業とさせていただ
きます。この期間にタイのアユタヤへ
行き、日本語を学ぶ高校生たちとの交
流活動を行いま
す。写真は、アユ
タヤヌソン学校の
みなさん。
■７月 26、27日に、エドのタイ料理教
室を行いました。今後は、９月14日（木）
「錦糸町・竺の戴さんが教える、簡単中
国料理」。10月26日（木）「エドと一緒に、
タイ料理をつくろ
う (4)」を行いま
す。お楽しみに！
■クラシックコン
サートの無料招待があります。詳しく
は裏面を見てください。
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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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8/31
（木）
14:00
15:30▼

外国人のための「生活教室」 vol.11
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

8/16
（水）
15:00
17:00▼

みんなで銭湯へ行こう !
　　　　　　　　　   　　　 せんとう　　　 い

銭湯の
入り方を教えます！

せんとう

はい　　  かた　　  おし

がいこくじん　　にほんじん

　えき べん

　マウリッツィオさんのお母さんは子
どものころに、シチリアで日本のこけ
しを拾いました。この不思議な出会い
から、日本が大好きになりました。マ
ウリッツィオさんも、日本の文化や伝
統的なものに子どものころからあこが
れを持っていました。そして去年の４
月に来日。現在は日本語学校へ通って
います。マウリッツィオさんの夢は、
大好きな日本にずっと住みたい。そし
て、いつかは日本人の口に合うイタリ
ア料理の店を持ちたいそうです。

　夏休みは、電車で旅
行する人も多いと思い

ます。旅の楽しみのひとつが駅弁です。
車窓を見ながら食べるお弁当は、特別
おいしく感じます。北海道のいかめし、
群馬県の釡めしなど、名物の駅弁は旅
の目的にもなります。あなたはどこの
駅弁が食べたいですか？

　日本は雨の多い国です。
最近は短い時間で、限ら
れた地域に、強い雨がふ
る集中豪雨が増えています。これは世
界的な傾向のようです。東京などの都
市は、大量の雨水が下水では処理でき
なくなり、地下や低い地域に流れて浸
水の被害が大きくなります。日ごろか
ら情報を集めておきましょう。
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マウリッツィオ・メンカッティニ さん
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9/4
（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

外国人向け
がいこくじん む


