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　ゲルギナさんは、ブルガリアのブル
ガス州ネセバルで育ちました。実家の
前には「日の出」という名前の道があり、
渡ると黒海が広がっているそうです。
　ドイツに留学し、言語学を勉強して
いました。しかし、日本に来たころは
日本語をまったく話せませんでした。
ご主人以外は友達もいないので、毎日
テレビを見て、ひとりで勉強したそう
です。12年が過ぎた今では、40歳を過
ぎてから 400cc バイクの免許をとりま
した。趣味のキックボクシングを楽し
むなど、行動的です。

サンバ（Samba）は、ブラ
ジルの代表的な音楽のひ

とつです。リオのカーニバルが有名で
すが、日本でも浅草サンバカーニバル
があります。毎年８月の最後の土曜日
に開催。今年で37回目になります。50
万人が見に来ます。サンバのリズムで、
暑さが吹き飛びます。

　８月は楽しい夏休みで
す。田舎に帰ったり、旅行
へ出かけたりします。車で行く人も多
いので、高速道路が何十キロも渋滞し
ます。渋滞で怒ったりしないように、
朝早く出る、休みをとる。好きな歌を
大きい声で歌うなど、楽しい運転を工
夫してください。
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友達の国は…
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　ひらがなネットで、はじめての夏祭
りをします！　お盆休みの１日、東京
にいるならぜひ来てください。タイ、
モンゴル、日本の食事、デザートを用
意します。お祭りに欠かせないヨー
ヨー釣りもできます。そして、チェロ
の演奏もあります。モンゴルやタイの
衣装を着て撮影したり、ゲームをした
り、大人も子どもも、外国人も日本人
も、みんな一緒に食べて、遊んで、笑っ
て、楽しい３時間を過ごしましょう。
●おとな2,000円、学生1,500円、小・中
学生1,000円、未就学児無料　

　 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、タイのかき氷をつくりま
す。  夏におすすめのメニューです。
●おとな2,500円、学生 2,100 円　●定
員：８名　●どなたでも参加できます

7/21、墨田区「多文
化共生ボランティ
ア研修会」で、戸嶋
とエドが講師をさ

せていただきました。エドはボランティ
ア教室の経験などをお話ししました。
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　五・七・五の17文字の俳句は、世界
でもっとも短い詩といわれています。
いっしょに俳句を作って、色紙に書き
ましょう。縦書きの練習もします。
●無料　●定員：10名

　外国人のママと日本人のママが一緒
に子育ての話をします。９月のテーマ
は「子どものやる気の引き出し方」です。
●無料　●定員：10名　●子どもと一緒
に参加できます（名前・年齢をお知らせく
ださい）※８月は「子育てママ」はありません
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エドと一緒に
タイ料理をつくろう 
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外国人のための「生活教室」vol.21
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ザヤの「子育てママ集まれ！」 vol.12
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講座・イベントは、申し込みが必要です。
こうざ　　　　　　　　　　  もう　  こ　　 　ひつよう

イベント

情報は、
こちら

講座・料理教室は、
ひらがなネットで
おこないます。

墨田区亀沢 2-19-7
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夏フェス！ 
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ひらがなネット きてね！
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