
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／ 2018 年４月１日　
www.facebook.com/hiragananet

www.hiragana-net.com

42018

vol.71

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

  
　フランスのプロヴァンス出身のダニ
エルさんは、2009年に結婚のため日本
に来ました。料理が大好きで、パンや
お菓子も作ります。家の食事はほとん
どダニエルさんが担当。奥さんはとて
も幸せです。ときどき料理を教えてい
ます。趣味はフラメンコギター。また、
ダニエルさんは故郷の商品を紹介する
「カリソン・デクスとプロヴァンス特
産品の店」というホームページを立ち
上げて、通信販売をしています。カリ
ソン・デクスは故郷の名物お菓子。オ
リーブオイルやハーブもあります。

　　春は筍が旬です。掘
りたての筍は、そのまま「筍

のおさしみ」で食べられます。しかし、
掘ってから２～３時間だけの、貴重な
食べ方です。筍はすぐに鮮度がなくな
り、硬くなります。お店で売っている
筍は、ゆでてから使いましょう。皮つ
きのまま、焼いてもおいしいです。

　そろそろ枇杷が出始め
る季節。大きい粒のものは、
高級な果物として知られています。甘
くて、おいしいので贈り物にする人も
多いです。暖かい地域が育てやすく、
長崎県が日本一の産地です。枇杷は実
だけではなく、葉も枇杷茶として売っ
ています。
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　上中里駅をスタートし、新幹線や電
車の行き交う線路を横目に、山手線で
唯一の踏切を渡ります。旧古河庭園や
田端文士村記念館も見学します。昼食
はタイ料理を食べます（約4.0km）。  
●参加費：おとな1,500円、学生1,300円、
小・中学生 750 円（旧古河庭園の入園
料 150 円、昼食代 800 円は別途かかり
ます） ●集合：10:25  ＪＲ京浜東北線
「上中里」駅　改札口　●定員：20 名
●申し込み：ＨＰ/メール /電話

　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：ＨＰ/メール /電話

3/21に長崎県佐
世保市役所で行
われたフォーラ
ムに出席し、ひ

らがなネットの事業についてお話しま
した。写真は朝長佐世保市長と。
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タイ料理をつくろう vol.7
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11:00
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外国人も、日本人も4/22
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鉄道を見ながら、上中里～田端を歩く
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　日本で生活する力を身につけるため
の講座。わからないことがあったとき、
どうしますか？　今回はスマホやＰＣ
を使って、地域や生活の情報を見つけ
る方法を学びます。
●無料　●場所：ひらがなネット　
●申し込み：ＨＰ/メール /電話

　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。４月は新しい
生活がはじまる季節です。幼稚園や学
校のこと、お母さん同士のおつきあい
のこと、何でも聞いてください。
●無料　●場所：ひらがなネット　
●定員：８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）
●申し込み：ＨＰ/メール /電話

4/18
（水）
14:00
15:30▼

外国人のための「生活教室」vol.17

地域の情報を見つけよう 
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4/26
（木）
10:30
12:00▼

ザヤの「子育てママ集まれ！」 vol.6
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