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　日本から国に帰るには１日半かかる
という、アルゼンチンから来たアドリ
アナさん。日本人のご主人と母国で出
会い、結婚。子どもを連れて日本に来
ました。埼玉県に暮らして23年、二人
の子どもは24歳と23歳になりました。
2001年には、ヘルパー２級の資格をと
りました。訪問介護５年、デイサービス
５年と10年続けました。子どもが育っ
たので仕事をやめ、国際交流のボラン
ティアに応募。これからは日本語を勉
強したり、友だちをつくったり、楽し
いことをどんどんしたいそうです。

　
　　2019年の干支は亥。年

賀状で猪の絵や写真が使われています。
猪というと「猪突猛進」という言葉が
あります。ひとつのことに、夢中に突
き進むことをいいます。猪がまっすぐ
にしか進めないところから言われてい
ます。しかし、実際の猪は
方向転換できるそうです。

　小松菜は野菜売り場に一年中ありま
す。しかし、小松菜は今が旬です。南
葛西の小松川で作られたことから、小
松菜といいます。ほうれん草と似てい
ますが、鉄分やカルシウムは小松菜が
上です。ビタミンＣも多いので、風邪
の予防になります。値段も手頃な小松
菜。冬こそたくさん食べましょう。
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　仕事のことばやマナー、敬語などを
勉強します。２月は午後のクラスです。
●2/5、2/8、2/12、2/15   ●無料
●定員：８名  ●JLPT  N３以上の方が対象

　都会も山も島もある東京。自分たち
が暮らす町をもっと知りましょう。
●無料　●定員：10名

　１月のテーマは「子どもと出かける
場所」です。 　●無料　●定員：10名　
●子どもと一緒に参加できます
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外国人のための「生活教室」vol.26
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　消防博物館を見学します。そして、
昼間の新宿ゴールデン街を通り抜け
て、新大久保へ。韓国レストランでお
昼を食べます（約3.7km）。
●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：10:25  地下鉄 丸ノ内線「四谷三
丁目」駅 ２番出口の改札　●定員：20名  

　２種類のタイソーセージを手作りし、
持ち帰っていただきます。昼食はラン
チプレートとスープをご用意します。
●おとな3,780円、学生 3,240 円　●定
員：10名　●どなたでも参加できます

　外国人ホストが「ふるさとの味」を手
作りし、食事を楽しみながら母国の話
をするイベント。インド人のアヌさん
が、ビリヤニなど３品を用意します。
●おとな3,240円、学生2,700円、小・中
学生1,620円　●定員：８名  ●言語：日
本語、英語　●料理教室ではありません

世界を食べる、知る！
南インド編

 vol.10

  　せかい　　　  た　　　　　　　し　

  みなみ　　　　　　 へん　　　  

エドと一緒に
タイ料理をつくろう

　　　　　　   　 いっしょ

  　　　　     りょうり
1/23
（水）
11:00
13:00▼

1/25
（金）
18:30
20:30▼

vol.14

vol.２

　　しょうぼうはくぶつかん　  けんがく

  ひる ま　   しんじゅく　　　　　　　　　   がい 　  とお　　 ぬ　

　　　   しん   おおくぼ　　　  かんこく

 ひる　　た　　　　　 　 やく

  　　　　　　　　　　 えん   がくせい　　　   えん      しょう ちゅう

  がくせい　　　 えん    ちゅうしょくだい　べっと

　   しゅうごう　　　　　 　ちかてつ　まるのうち せん　 よつや さん

ちょうめ     えき　   ばん でぐち　 かいさつ　      ていいん　　  めい

　　　  しゅるい　　　　　　　　　　　　　　　て  づく　

   も　　かえ　　　　　　　　　　　　　　　ちゅうしょく

　　   　　　　　　　　　　　　　　　　よう い

　　　　　　　　　　　  えん　がくせい　　　　  えん　　　てい

  いん　　    めい　　　　　　　　　　　   さんか　

　

　　がいこくじん　　    　　　　    　　　　　　　　    あじ　　　

   て  づく　　 しょくじ　  たの　　　　　　　　      ぼ こく    はなし

　　   　　　　　　　　　　　　　    　　  じん

    　　　　　　　　　　　　　　しな  　ようい

　　　　　　　　　　　  えん　がくせい　　　 えん　しょう ちゅう

  がくせい　　　　  えん            てい いん　   めい　 　 げんご　　 に

 ほん ご　　えいご 　　　りょうり きょうしつ

外国人も、日本人も1/27
（日）
10:30
14:00▼

四谷三丁目から新大久保を歩く

vol.133　　　

　  よつや   さんちょうめ　　　　  しん      おおくぼ　　　 ある

みんなで散歩
さんぽ

がいこくじん　　にほんじん

にほんごと
えいごで
はなし
ましょう

地図
  ち　ず

H P
ホームページ イベント

情報は、
こちら

講座・料理教室は、
ひらがなネットで
おこないます。

墨田区亀沢 2-19-7

　　　　　　　　　　　　こうざ　りょうり きょうしつ

じょうほう

すみだく かめざわ

2019
Happy
New
Year


