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　セサルさんは1990年、11歳のときに
両親と日本へ来ました。ペルーで小学
校を卒業していましたが、日本語がわ
からないので小学校に編入しました。
子ども心にもそれがショックだったそ
うです。子どもはどんどん日本語を覚
えますが、大人はなかなか覚えられま
せん。セサルさんは小さいときから、
両親や同じペルー人を助ける通訳をし
ていました。現在は、通訳者として幅
広く活躍しています。その他、医療通
訳の重要性を訴え、国の機関と一緒に
システムづくりに力をそそいでいます。

　
　３月 22日は「世界水の日」
です。水がとても大切である

こと、きれいで安全な水を使えること
について考える日です。日本では安全
な水が当たり前ですが、８億4,400万人
が清潔な水を利用できません。23億人
が適切なトイレを利用できません。あ
なたの国の水は、安全ですか。

　３月～５月が旬のほた
るいか。普段は海の深い所
にいますが、この季節は産卵のために
海岸の近くに集まってきます。スーパー
の魚売り場で、茹でたほたるいかが売
られています。酢みそをつけて食べる
とおいしいです。蛍とおなじ青く光る
ところから、この名前になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　ねん　　　 さい

 りょうしん　にほん　  　き　　　　　　　　　　　　　   しょうがっ

 こう 　そつぎょう　　　　　　　　　　　　    にほん  ご

　　　　　　　　　　   しょうがっこう　へんにゅう

   こ　　      ごころ 

　　　　　　　  こ　　　　　　　　　　　    　にほん  ご　　おぼ

　　　　　　　　　おとな 　　　　　　　   　おぼ

　　　　　　　　　　　　　　　　 ちい

 りょうしん   おな　　　　　   　じん　  たす　　　つうやく

  　　　　　　　　　　げんざい　　　つうやくしゃ　　　　  はば

 ひろ       かつやく 　　　　　　　　　　　　　  た　   いりょう つう

 やく　じゅうようせい　うった　　　くに　     き  かん　 いっしょ

　　　　　　　　　   　　　   ちから 

　　　　　　　　　　　がつ　　  にち　　　せかい みず　    ひ

　　　　　　　　　　　   　みず　　　　　 　たいせつ

　　　　　　　　　　　 　あんぜん　 みず　  つか

　　　　 　　   かんが　　    ひ　　　　   　にほん　　　  あんぜん

   　 みず　　あ　　　  まえ　　　　　　　　おく　　   　まんにん

 　   せいけつ　みず　    りよう　　　　　　　　　　　　おくにん

 　  てきせつ　　　　　　　　   りよう

　　　         くに　  みず　         あんぜん

　　　

　　　  がつ　　　 がつ　しゅん

　　　　　　  　ふだん　  うみ　  ふか　ところ

　　　　　　　　　　　　　  　き せつ  　さんらん

 かいがん　ちか　　　あつ　　　

　  さかな う　　 ば　　　　ゆ  　　　　　　　　　　　　　    う

　　　　　　　　　　　　   す　　　　　　　　　　　 た

     　　　　　　　　　　　　  ほたる　　　　　　あお　  ひか

　　　　　　　　　　　　　    なまえ

世界水の日

ほたるいか

カブレホス  セサル さん  

きせつの おはなし

友達の国は…
ともだち　 くに

せかい   みず　　　ひ

　住みやすい町をつくるために、町ご
とにある団体が町会です。お祭りや防
災訓練、回覧板などの活動を通して、
地域の人と知り合います。
●無料　●定員：10名　●外国人のみ
参加できます

　３月のテーマは「子どもの習いごと」
です。英語やスイミング、ピアノなど、
いつ頃から何種類くらいの習いごとを
しますか。みんなで話しましょう。
●無料　●定員：10名　●子どもと一
緒に参加できます。予約のときに子ど
もの名前と年齢をお知らせください。

3/27
（水）
14:00
15:30▼

外国人のための「生活教室」vol.28

近所の人と仲良くなろう（町会）

がいこくじん　　　　　　          せいかつきょうしつ

   きんじょ　　ひと　　なか  よ 　　　　　　　　　   ちょうかい

外国人向け
がいこくじん む

3/14
（木）
10:30
12:00▼

ザヤの「子育てママ集まれ！」 vol.19
　　　　　　　   こ  そだ　　 　　　  あつ

　　    す　　　　　　　まち　　　　　　　　　　　　　   まち

   　　　　   　　だんたい   ちょうかい　　　　　    まつ　　　 ぼう

  さい くんれん　かいらんばん　　　　  かつどう   　とお

    ちいき　   ひと　   し   　   あ

    　 むりょう　        ていいん 　　   めい　　  がいこくじん

　さんか

　　　　がつ　　　　　　　　　　こ　　　　　 なら

        　　　　 えいご

　　　　ごろ　　　なんしゅるい　　　　　　  なら

 　　　　　　　　　　　　　　　 はな

    　 むりょう　      ていいん 　　   めい　　　   こ   　　　　      いっ

   しょ　   さんか　　　　　　　　　よやく　　　　　　　  こ

　　　 　なまえ   　ねんれい　　　し

　　　　　　　　 

　　　

　白金台駅を出て、港区立郷土歴史館
や90本の桜があるという日本庭園、食
とくらしの小さな博物館へ行きます。
昼食はインド料理です（約3.3km）。
●おとな1,620円、学生1,400円、小・中
学生810円 （昼食代別途） ●集合：10:25  
東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線
「白金台」駅２番出口　●定員：20名 

 

　鶏肉と野菜をカレーソースで炒めて、
卵を加えた「ガイパッポンカリー」を
つくります。生春巻と焼きバナナのデ
ザートのつくり方も覚えましょう。
●おとな3,240円、学生2,700円 　●定員：
８名　●どなたでも参加できます

　中国の小籠包のような、モンゴルの
家庭料理「ボーズ」を皮から手づくり
します。サラダ、牛肉のスープ、塩味
のミルクティもつくります。
●おとな3,240円、学生2,700円 　●定員：
８名　●どなたでも参加できます

ザヤと一緒に
モンゴル料理をつくろう

　　　　　　   　 いっしょ

  　　　　     　　   りょうり
3/20
（水）
19:00
21:00▼

vol.３

　

　   しろがねだい えき　　 で　　　   みなとくりつ きょうど れきしかん

　　　　   ほん　さくら　　　　  　　　　    にほん ていえん　しょく

　　　　　　　　　　　   ちい 　　　 はくぶつかん　   い

 ちゅうしょく　　　　 　りょうり　　　　　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　　　　　

 とうきょう　　　　　 なんぼく せん　    とえい　ちかてつ      みた   せん

   しろがねだい    えき 　ばん でぐち　　   ていいん　　  めい

　　とりにく 　やさい　　　　　　　　　　　　  　いた

たまご　くわ

　　　　　　　　　　  なまはるまき　  や

　　　　　　　　　　　　かた　 おぼ

　　　　　　　　　　   えん  がくせい　　　   えん　　　 ていいん

　    めい　　　　　　　　　　　   さんか

　　ちゅうごく   しょうろんぽう

 かてい りょうり　　　　　　　　　　かわ　　　   て

　　　　　　　　　　　　   　ぎゅうにく　　　　　　　   　しおあじ

　　　　　　　　　　   えん  がくせい　　　   えん　　　 ていいん

　    めい　　　　　　　　　　　   さんか

エドと一緒に
タイ料理をつくろう

　　　　　　      いっしょ

  　　　　   りょうり
3/15
（金）
11:00
13:00▼

vol.16

外国人も、日本人も3/30
（土）
10:30
14:00▼

春を満喫！ 白金台～品川を歩く

vol.135
    はる　　まんきつ　       しろがねだい　　しながわ　 　ある

みんなで散歩
さんぽ

がいこくじん　　にほんじん

地図
  ち　ず
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講座・料理教室は、
ひらがなネットで
おこないます。
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　　　　　　　　　　　　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

ペルー 
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