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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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へいじつ　　　　　　　  じ

  
　2009年に来日したリンさんは、ミャ
ンマーの大都市であるヤンゴン出身で
す。小学校の４年生のときにお母さん
が尼さんになったため、叔母さんの家
で育ちました。二人の従姉妹とは、姉
妹のような関係です。ミャンマーの国
土は、日本の約1.8倍あります。人口は
5,141万人ほど。多民族国家なので、
それぞれの言葉がありますが、共通語
はミャンマー語です。リンさんは日本
食が大好きですが、納豆だけは苦手で
す。実はミャンマーにも納豆とほぼ同
じものがありますが、お国でも嫌い
だったそうです。

　２月10日は「ニットの日」
です。語呂合わせですが、
ニットは英語「knit」のこと。

セーターやマフラーなどもニットで
す。まだまだ寒い日が続きます。帽子
やマフラー、手袋などを編んではいか
がでしょう。バレンタインデーのプレ
ゼントにもいいですね。

　365日、誕生日の花があるの
を知っていますか。２月１日の
花は、黄色いフリージアです。花言葉
は無邪気。フリージアには赤や白、紫
などがあり、花の色によって花言葉も
違います。香りがとてもいいので、香
水の原料にも使われているそうです。
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　ＪＲ山手線の田町、浜松町、新橋の
あたりはたくさんの会社があり、多く
の人が働いています。そんなビジネス
街にある歴史の跡を見たり、芝東照宮、
汐留イタリア街などを歩きます。昼食
は46階のお店で。アドミュージアム東
京でユニークな展示も見ます。
●ガイド：清水エド　●参加費：おとな
1,500円、学生1,300円、小・中学生750
円（昼食代が別途必要です）　●集合：
10:25  JR「田町」駅 改札　●定員：20
名　●申し込みが必要です

　ガパオライス、鶏のトムヤムスープ、
かぼちゃのタイ風プリンをつくりま
す。一緒に楽しく料理をしましょう。
●おとな2,500円、学生 2,100 円　●場
所：ひらがなネット　●定員：８名　
●どなたでも参加できます　●申し込
みが必要です

イベント、講座のお申し込みは、ひら
がなネットのホームページからできま
す。ぜひホームページもご覧ください。
www.hiragana-net.com
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外国人も、日本人も2/24
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サラリーマンの町、
田町から新橋を歩く

vol.123
　　　　　　　　　　　　　　　　   まち

　　たまち　　　　　  しんばし　　 ある

みんなで散歩
さんぽ
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　仕事のことばやマナーを勉強する、
在住外国人のための講座です。
●日程：2/6、2/7、2/13、2/14　　●無
料　●場所：ひらがなネット　●定員：
８名　●申し込みが必要です

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。　●無料　●場
所：ひらがなネット　●定員：８名　
●申し込みが必要です

　日本で生活する力を身につけるため
の講座です。　●無料　●場所：ひら
がなネット　●申し込みはいりません
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外国人のための「生活教室」 vol.15
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エドと一緒に
タイ料理をつくろう vol.5
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2/22
（木）
10:30
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ザヤの「子育てママ集まれ！」 vol.5
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わたしが
ガイド
します！


