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　相撲と歴史の町「両国」をスター

トして、下町・墨田の名所を外国

人と一緒にめぐります。散歩のあ

とは、カオサンバーで交流会。楽

しい話題で盛り上がりましょう。

　5 万人以上の学生が学ぶ早稲田

大学は、誰でも入れる博物館など

見どころがたくさん。学食で早め

の昼食をとり、椿山荘、護国寺へ

と散歩します。都心でも豊かな自

然に出会えます。

　　　　　　　　

  

　病院や交番の場所がわかります

か？　地図を見て、目的の場所に

行けますか？　あなたが暮らす町

について、一緒に勉強しましょう。

　中国語を勉強している方のため

の企画です。初級者からＯＫの「や

さしい中国語」で案内します。散

歩をしたり、カフェでお茶を飲み

ながら、中国語を話しましょう。

　

 

　いまが旬の野菜

は、いろいろあります。“そらまめ”

もその一つです。スーパーの野菜

売り場で、見かけませんか？　ゆ

でて食べてもよし、さやごと焼い

て中身を食べてもおいしいです。

　よく使われ

る言葉ですが、

意味をご存知

でしょうか？　①５月の空の晴れ

わたること。　②梅雨の晴れ間。ど

ちらだと思いますか。答えは②で

す。間違った使い方をしている人

も多いので、注意しましょう。

　潮干狩りとは、砂

浜で貝などを拾うこ

と。貝はアサリが多

いですが、ハマグリなどもあります。

春から夏にかけて行われます。
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みんなで散歩
　　　　　　　　　さんぽ きせつの おはなし

●今月の野菜
   「そらまめ」

●五月晴れ

vol.12

2013

おしらせ

●参加費　2,000 円

　　　　　（ドリンク１杯、軽食つき）

●集合  15 時 50 分 JR「両国」駅 西口

生活教室、みんなで散歩の
詳細・お申し込み方法は、

をご覧ください。
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5/25（土）16:00～19:00

世界の人々と
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　 したまち
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木曜日 10:00～12:15
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5/18（土）10:30～14:30

早稲田大学から護国寺を歩く
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5/31（金）10:30～14:30
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★①5/   9「地図でさがそう」

　②5/16「道を聞く、道を教える」

　③5/23「料理教室」

　④5/30「町を歩いてみよう」

「自分の町を知ろう」
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5/19（日）13:00～16:30
　　　　　  にちようび
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しゅうごう　　じ　 　  ぷん   　　　りょうごく　 えき にしぐち

●参加費　1,000 円

●集合　　10時 25 分　

東京メトロ東西線「早稲田」駅 3b出口（地上）

　　さんかひ　　　　　　   えん　

　しゅうごう　　　 　  じ　    　ふん

とうきょう　　　とうざいせん　　   わせだ　  えき　　でぐち　ちじょう

●参加費　3,000 円（喫茶代込み）

●集合　12時 55 分　JR「日暮里」駅　北口

　　さんかひ　　　　　　   えん　 きっさだい  こ

　しゅうごう　　   じ　　  ふん　　　　にっぽり えき　きたぐち
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●潮干狩り
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５ 月
がつ

●受講料　月 7,000 円（４回）

●場所　ソーシャルインキュベーション

オフィスSUMIDA（墨田区本所 3-15-5)
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のテーマは、

生活教室が
　せいかつ　きょうしつ

はじまりました！

外国人のための
　がいこくじん

★は、無料体験できます。

はじまります。
やさしい中国語さんぽ

ちゅうごくご
中国人ガイドと歩く
ちゅうごくじん　　　　　　　 ある

   　　　　ち   ず

　　　　みち　　き　　　　みち　   おし

　　　　りょうり きょうしつ

　　　　まち　   ある

むりょう たいけん


