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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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　韓国釡山出身の金さんは、日本に来
て１年が過ぎました。日本には楽しみ
がたくさんあるので、ホームシックに
なっていません。旅行や食べることが
大好きで、牛カツがお気に入りです。
３月の釡山はやはりお花見を楽しみま
す。ウォンドンでは梅まつりが有名で
す。今年の桜の開花は３月28日の予想
で、東京のほうが少し早いです。韓国
では桜の下で宴会をすることはなく、
桜を楽しんだら近くのレストランへ行
くそうです。最新の観光スポットは松
島海水泳場。海の上にケーブルカーが
でき、景色を一望できます。

　バレンタインデーでチョ
コレートをもらった人が、

お返しをする日が３月14日のホワイト
デーです。日本だけの習慣のようです。
本命や義理チョコのほかに、最近は友
チョコ、世話チョコ、自分チョコもあ
ります。チョコをもらった皆さんは、
この日を忘れると大変です。

　日本の料理をおいしく
作りたい。それなら「さしすせそ」と
覚えてください。「さ」は砂糖、「し」
は塩、「す」は酢、「せ」は醤油、「そ」
は味噌のこと。昔は「せうゆ」と書い
て醤油と読みました。この順番に味付
けをすると料理上手といわれますよ！  
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　世界中から人が訪れる人気の谷中。
路地や商店街をのぞきながら歩きま
しょう。おせんべい、コロッケ、お団子。
下町グルメもそろっています。桜の名
所でもある谷中霊園も通ります。満開
の桜が楽しめるといいですね。
●ガイド：神保奈々瀬　●参加費：お
とな1,500円、学生1,300円、小・中学生
750円（昼食代が別に必要です）　●集
合：10:25  JR「日暮里」駅 改札　●定員：
20名　●申し込み：ＨＰ/メール /電話

　お祝いや、お花見の日におすすめの
料理を作ります。メニューは、てまり
寿司、野菜の豚肉巻き、茶わん蒸しです。
●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：ＨＰ/メール /電話

２月に、長崎県佐
世保市役所の皆さ
まが視察にいらっ

しゃいました。遠くからお越しくださ
り、ありがとうございました。
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　仕事のことばやマナー、敬語などを
勉強する、在住外国人のための講座で
す。これから仕事をしたい人は、ぜひ
来てください。就職、アルバイトの相
談も受けます（講座を修了した人のみ）。
●日程：4/3、4/5、4/10、4/12（午前の
クラスです）　●無料　●場所：ひらが
なネット　●定員：８名　●申し込み：
ＨＰ/メール /電話

　日本で生活する力を身につけるため
の講座。今回は教室を出て、みんなで
スーパーに行きます。食べ方がわから
ない食材、調味料、割引きのことなど、
いろいろ質問してください。　
●無料　●集合：ひらがなネット　
●申し込み：ＨＰ/メール /電話
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