
錦糸町・竺の戴さんが
教える、簡単中国料理

発　行／ひらがなネット株式会社　
　　　　墨田区亀沢 2-19-7
　　　　電話 03-6658-5414　
発行日／ 2017 年９月１日　
www.facebook.com/hiragananet

www.hiragana-net.com

92017

vol.64

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

へいじつ　　　　　　　  じ

　アイルランドは北海道より北にあり
ますが、日本のほうが寒いそうです。
９月は20℃くらいで、年間の気温の変
化は少なく、冬はコートを着るくらい
で大丈夫。日本のように夏物、冬物と
服を入れ替えることはしないそうで
す。ローレンさんは日本に住んで５年、
会社員として忙しい毎日を送っていま
す。日本語の勉強は高校２年生から。
大学では日本語を専攻し、早稲田大学
にも１年間留学しました。トータルで
まだ８年間ですが、日本人と間違える
ほどきれいな日本語を話します。

　いかの種類はとても多い
です。日本の近くの海でも、

80種類ぐらいいるそうです。日本全国
で漁獲量が多いのが、するめいかです。
お刺身や塩辛のように生でも、煮ても、
焼いても、炒めても、さらには干物に
してもおいしいです。

　1903年に京都市で、
日本で初めてのバス
が走りました。その日を記念して、９
月20日がバスの日になりました。この
日は全国でさまざまなイベントが行わ
れます。東京は９月16日、晴海客船ター
ミナルです。スタンプラリーやバス
グッズの販売、マスコットキャラク
ターも登場します。

　　　　　　　　　　　　　　 ほっかいどう　　  きた

　　　　　　　  にほん　　　　　　　  さむ

　　がつ　　　　　　　　　　　　　   ねんかん　  きおん　   へん

   か　　すく　　　　   ふゆ　　　　　　　　　き

　    だいじょうぶ  　にほん　　　　　　   なつもの　ふゆもの

 ふく　　い   　　 か

　　　　　　　　　　　　　　   　にほん　　 す　　　　　 ねん

かいしゃいん 　　　　いそが　  　まいにち　 おく

　　　   　にほんご　　べんきょう   こうこう　ねんせい

 だいがく　　　   にほんご         せんこう　　　    わせだ      だいがく　　　　  

　　　　　 ねんかん りゅうがく

　     　　　 ねんかん　　　　　   　にほんじん　    まちが

　　　　　　　　　　　にほんご　　 はな

　　　　　　　　　　　　　　    　しゅるい　　　　　　 おお

　　　　　　　　　　　　　　にほん　  ちか　　　 うみ

　　 しゅるい　　　　　　　　　　　　　　　　   にほん ぜんこく

　　ぎょかくりょう　 おお

　　さしみ　　しおから　　　　　　なま   　　　　  に

   や　　　　　　　 いた　　　　　　　　　　　　    　ひもの

　　　　　　ねん　  きょうとし

   にほん　　 はじ

　　 はし　　　　　　　　　　　     ひ　 　きねん　　　　　　    

 がつ  はつか　　　　　　　  ひ

   ひ　　ぜんこく　　　　　　　　　　　　　　　　　　おこな　　　　　　　 

　　　　　　 とうきょう　　がつ　  にち    はるみ きゃくせん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　   はんばい

　　　　    とうじょう

　

するめいか

　　　　　　　  ひ

バスの日

ヒーリー・ローレン さん

アイルランド
友だちの国は…
とも　　　        くに

きせつの おはなし

　さわやかな秋空が広がる９月は、散
歩のシーズンです。今月はカフェの町、
おしゃれな町として注目を集める清澄
白河へ行きます。スタートは新しく
なった水天宮から。清洲橋から隅田川
を渡り、川辺の心地よさを味わいま
しょう。清澄庭園、話題のホテル、穴
場のパン工場などをめぐり、ランチは
カフェでいただきます（約4.0km）。   
●参加費：おとな1,500円、学生1,300円、
小・中学生 750円（昼食代約1,000円、
清澄庭園の入園料150円は別途かかり
ます） ●集合：10:25  半蔵門線「水天
宮前」駅 ５番出口（地上）　●申し込
みが必要です

　錦糸町周辺の方にはおなじみの「小
籠包竺」の料理人・戴さんの料理教室
を行います。手軽でおいしい、中国の
家庭料理を４品つくります。
●つくる料理 : 手羽中のオイスター
ソース蒸し、蒸しなす、エビとトマト
の卵炒め、チンゲンサイとソーセージ
の炊き込みご飯　●参加費：おとな
2,800円、学生 2,500 円　●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
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　「こんなとき、ほかの家族はどうして
いるだろう？」。モンゴル人スタッフの
ザヤと一緒に、みんなで子育ての話を
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

■８月の夏休みに、タイ人スタッフ・
清水エドの故郷、アユタヤに行って来
ました。エドの実家のレストランでお
にぎりや白玉
をつくったり、
エドの母校の
高校で、歌や
ダンス、ゲー
ムをしたり。
楽しく交流を
しました。
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