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　留学生のイデさんは、南アフリカか
ら来ました。日本に住んで２年半にな
ります。日本の文化が好きで、とくに
銭湯が大好きです。最初は大学の友だ
ちに誘われて行きました。銭湯でどう
入るのか、わからないことが多かった
です。自分のタオルを持っていくこと
も知りませんでした。最初にからだを
洗ってから入ることは、友だちが教え
てくれました。南アフリカには、銭湯
や温泉のようなものはありません。リ
ラックスできるので、お母さんが来た
ときは、一緒に温泉に行ったそうです。

　　
　　いよいよ12月です。気持

ちよく新年を迎えるためにも、大掃除
をしましょう。いつもは忙しくて掃除
しない場所に、１年分の汚れがありま
す。たとえば、キッチンの換気扇。お
風呂場の水垢やカーテン、窓の汚れな
ど、たくさんあります。チェックリス
トを作って、少しずつ始めましょう。

　お正月は、お雑煮を食べ
ます。地域によって味は違
いますが、お餅は必ず入り
ます。年末に餅つきをして、準備します。
町会やイベントで、餅つきを見たこと
がありますか。もち米を入れているの
が臼で、杵でもち米をつきます。でき
立てのお餅は、とびきりおいしいです。
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　毎年恒例、12 月はクリスマスイルミ
ネーションを楽しむ夜の散歩を行いま
す。虎ノ門をスタートして、話題のビ
ル２か所のイルミネーションを楽しん
だあと、王道である丸の内仲通りへ。
さいごはKITTEの屋上庭園から、ライト
アップされた東京駅を見下ろします。
新コースです。お楽しみに（3.7km）。
●おとな1,500円、学生1,300円、小・中学
生750円　●集合：16:55東京メトロ 銀座
線「虎ノ門」駅 ２番出口   ●定員：20名  

　来年のお正月は、お節料理とお雑煮
を作りませんか。お正月らしい飾り付
けも楽しみましょう。
●作る料理 : 東京のお雑煮、松風焼き、
伊達巻き、田作り、菊花かぶ、かまぼ
この飾り切り　●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。

11月22日、今年100 名
の外国人に行った調査
について、東京都の「在

住外国人支援のための連携推進会議」
で報告させていただきました。
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イルミネーション散歩12/15
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虎ノ門～東京駅を歩く
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　家の飾りやお節料理、お年玉など、
お正月には特別なことがたくさんあり
ます。どんな準備やあいさつをすれば
よいのか、知っておきましょう。
●無料　●定員：10名

　外国人と日本人のママが一緒に子育
ての話をします。今月のテーマは「子
どもとの約束」。片付けやゲームの時間
など、どんな約束をしていますか。 ●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）
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12/26
（水）
14:00
15:30▼

外国人のための「生活教室」vol.25

お正月の準備とことば

がいこくじん　　　　　　          せいかつきょうしつ

　　 しょうがつ　　じゅんび

外国人向け
がいこくじん む

12/13
（木）
10:30
12:00▼

ザヤの「子育てママ集まれ！」 vol.16
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講座・イベントは、申し込みが必要です。
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