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　日本で暮らす外国人が困ってい

る課題を解決していく講座です。

　内と外で使い分ける家族の呼び

方や電話のかけ方を学びます。

　人気の観光地「浅草」を世界の

人たちと歩きます。仲見世・浅草

寺を通り、秘密基地へ。最後はカ

オサンバーで交流会です！

　

 

　夏になると、とう

もろこしが旬です。ゆでて食べて

もいいし、焼いてもおいしいです。

スープにもなります。最近は生で

食べられる種類が出てきました。

　6 月は雨が多く

降ります。雨のと

きに革靴をはいて

いると、靴がすぐにダメになりま

す。スニーカーだと雨が浸み込ん

できます。長靴があると便利です

よ。雨の中でも元気に歩けます。

　だしのプロが、かつお節を削ると

ころから、枕崎で人気のだし茶漬け

「鰹船人めし」をつくるまでを教え

ます。鰹とだしがたっぷりのおいし

いお茶漬けを食べましょう！
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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
   「とうもろこし」

●長靴

vol.13

2013

●参加費　1,000 円

●集合  10 時 25 分 JR「御徒町駅 」北口

生活教室、散歩、だし教室の
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木曜日 10:00～12:15
　　　　　  もくようび

6/25（火）10:30～14:30

海洋大学〜天王洲を歩く
　  かいよう　だいがく　　　　 てんのうず　　　　  ある

 　　　　　　　   かようび

6/22（土）10:30～14:30

湯島天神〜東京大学を歩く
　 ゆしま　てんじん　　　とうきょう だいがく　　   ある

 　　　　　　　   どようび

★①6/   6「家族の呼び方／電話」

★②6/13「電話をかける」

　③6/20「料理教室」

　④6/27「図書館に行ってみよう」

「電話、かけられますか？」
　　　　でんわ

6/23（日）16:00～19:00
　　　　　  にちようび
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　さんかひ　　　　　　 えん

しゅうごう　　じ　 　  ふん   　　　　おかちまち えき　　　きたぐち

●参加費　1,000 円
●集合 10 時 25 分   JR「品川駅 」中央口

　　さんかひ　　　　　　   えん　

　しゅうごう　　じ　    　ふん　　　しながわ えき    ちゅうおうぐち

せいかつ  きょうしつ　さんぽ　　　　　　　きょうしつ　

しょうさい 　　　もう　   こ　　ほうほう

　　　 らん

 　　　こんげつ　　    やさい

　　 

　　　ながぐつ

 www.hiragana-net.com

６ 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)
●料理の場所　墨田区 家庭センター
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生活教室に
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外国人のための
　がいこくじん

★の日は無料体験できます（１回のみ）

ひらがなネット×カオサン東京
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♪なつの  スペシャル イベント♪

パーティつき

●参加費　2,000 円
　　　　（ドリンク１杯、浅草メンチつき）
●集合  15 時 50 分 浅草 水上バス乗り場
　　　　　銀座線、東武伊勢崎線
　　　　　「浅草駅」から 1分歩く

　さんかひ　　　　　　 えん

　　　　　　　　　　　　　 ぱい　あさくさ 
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学生食堂でお昼を食べよう

　湯島天神～折り紙会館、そして

東京大学（東大）を歩きます。お

昼ご飯は、学食でいただきます。

帰りは不忍池を通り、上野駅で解

散します。

　東京の水辺を歩きます。新しく

なった品川から東京海洋大学へ。

水産資料館では、大きなクジラの

骨が見られます。昼食はもちろん

学食で♪　そして、天王洲アイル

で海風に吹かれながら休憩します。
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鹿児島・枕崎から

おだし教室が

来ます！
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●参加費　2,500 円（小学生以下は半額）
●日時　６月 29日（土）  10 時～12 時
●場所　墨田区 家庭センター
　JR「両国駅」「錦糸町駅」から 15分歩く

　さんかひ　　　　　　 えん　しょうがくせい いか　はんがく

  にちじ　　　 がつ　　 にち　  ど  　　　    じ　　　　  じ

 ばしょ       　すみだく　かてい

　　りょうごくえき　きんしちょうえき　　　               ふん ある

◀水産資料館
　すいさんしりょう
　かん


