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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

 こうざ                     　　　　　  もう　   こ　　  　ひつよう

へいじつ　　　　　　　  じ

  
　カルロスさんの名前はとても長いで
す。ラミレスはお父さんの名字、メン
デスはお母さんの名字、ホセはクリス
チャンの名前、そしてカルロスが自身
の名前です。友だちは「ぺぺ」さんと呼
びます。奥さんとはメキシコで、友人
の結婚式で出会い結婚。シンガポール
に住んだ後、2015年に奥さんの国であ
る日本に来ました。スペイン語と英語
は話しますが、日本語はとても難しい
そうです。居酒屋などでは値段も漢字
のときがあり、困ります。英語メニュー
があるといいなと思っています。

　　桜が散った後は、ツ
ツジが咲き始めます。赤や白の花があ
り、花言葉も違います。赤は「恋の喜
び」。恋をした女性の気持ちからつけ
られたようです。あなたの恋の喜びは、
赤色ですか？　白いツツジの花言葉は
「初恋」。純粋な少女の気持ちが、まっ
すぐに伝わってくるようです。

　江戸の三大祭りの一つ
が「三社祭り」です。今年は５月18日
から20日の３日間行われます。いつも
観光客でにぎわう浅草が、このときは
さらに人が集まります。100 基の神輿
と、その神輿を担ぐ人。浅草神社裏か
ら、各町内へと出ていきます。祭りが
終われば、季節はまもなく夏です。
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友達の国は…
ともだち　 くに

　代官山はおしゃれな町として人気が
あります。高級住宅地の落ち着いた雰
囲気の中に、個性的なお店が並びます。
富士山が望める西郷山公園、旧朝倉家
住宅など、代官山の魅力をたっぷり味
わいましょう。そして、最後はヱビス
ビール記念館へ行きます。（約4.2km）。  
●参加費：おとな1,500円、学生1,300円、
小・中学生 750 円（昼食代は別途かか
ります） ●集合：10:55  東急東横線　
代官山駅　北改札　●定員：20名
●申し込み：ＨＰ/メール /電話

　今月は、昼と夜、２回行います！
●作る料理：［5/23］鮭ごはん、鶏肉
と厚揚げの煮物、オクラのみそ汁、和
風ピクルス（お土産つき）［5/30］てま
り寿司、野菜の豚肉巻き、茶わん蒸し
●各回 おとな2,500円、学生 2,100 円　
●場所：ひらがなネット　●定員：各
回８名　●どなたでも参加できます　
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みんなで散歩
さんぽ

がいこくじん　　にほんじん

　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。６月は午後のクラスです。
●6/5、6/6、6/12、6/13   ●無料
●定員：８名  ●JLPT N３以上の方対象

　国の家族や友だちが来たときに、ど
のように町を案内しますか。浅草で練
習してみましょう。　●無料　

　今回は、子どもの「反抗期」について、
みんなで話しましょう。　●無料
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外国人のための「生活教室」vol.18
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ザヤの「子育てママ集まれ！」 vol.7
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今日の晩ご飯は、これ！

おもてなし料理をつくろう

外国人のための「仕事教室」６月コース
がいこくじん　　　　　　            しごと   きょうしつ

仕事教室

6/5から  
（火）（水）
13:30
15:30▼ 外国人向け

がいこくじん む

講座・料理はひらがなネットで行います。HP、電話、メールでお申し込みください。
 こうざ　　りょうり　　　　　　　　　　　　　   おこな    　　　　　　　　  でんわ　　　　　　　　　    もう　　こ

きょう　　 ばん　   はん

　　　　　　　 　りょうり


