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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。

　７月は、事故や病気など、緊急

のときにどうするかを学びます。

。

　両国の夏祭りに参加しません

か？　国技館で親善相撲を見て、

旧安田庭園の池のほとりでお琴の

演奏とお茶を楽しみます。俳句を

つくるのも楽しみです。浴衣のあ

る人は、ぜひ浴衣を着てきてくだ

さい。

　

 

　7 月の土用の丑の日にうなぎを

食べると夏バテをしないといわれ

ています。実はこの風習、江戸時

代の学者の平賀源内が仕掛けたも

のでした。今年は 7 月 22 日と 8

月 3日です。

　「富士は

日 本 一 の

山」という

歌があります。富士山が見えると

「あっ、富士山だ！」とうれしくな

ります。6 月には世界文化遺産に

登録されました。これからは世界

の富士山として、ますます人気が

でますね。富士山の山開きは７月

１日です。

　夏の果物といえば

すいかです。夏休みに海へ行くと、

みんなですいか割りをしました。こ

れは日本だけの遊びでしょうか？

　あなたの国にはすいか割りがあり

ますか？　子どものころ、どんな遊

びをしましたか？
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みんなで
散歩

　　　　　　　　　さんぽ

きせつの おはなし

●今月の食べもの
   「うなぎ」

●富士山

vol.14

2013

●参加費 1,000 円　●集合  10 時 25 分

東京メトロ日比谷線「築地」駅 1番出口（地上）

生活教室、散歩の
詳細・お申し込み方法は、

をご覧ください。

5/25（土）16:00～19:00木曜日 10:00～12:15
　　　　　  もくようび

7/26（金）10:30～14:30

築地市場 ~汐留を歩く
　　つきじ　　しじょう　　　　しおどめ　　　　ある

★①7/   4「事故、病気、カードをなくした」

★②7/11「やってみよう！説明する /指示を聞く」

　③7/18「料理教室　いなり寿司ほか」

　④7/25「消火器の使い方、救命」

「事故、病気…どうする？」
　　　　じこ　　　　　びょうき

8/3（土）15:30～18:00
　　　　　どようび

　　　　　　　　  

  　　  にほん　　　く　　　　がいこくじん　   こま

　　　かだい　　かいけつ　　　　　　　こうざ

　　  　　 がつ　　　　じこ　　　びょうき　　　　　きんきゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まな

　

　　りょうごく　　なつまつ　　　　  さんか

　　　　　　　こくぎかん　　　しんぜんずもう　　　み

　きゅう やすだていえん　  いけ　　　　　　　　　　　  こと

　えんそう　　　  ちゃ　　たの　　　　　　　　　　はいく

　　　　　　　　　　 たの　　　　　　　　　　ゆかた

　　　ひと　　　　　　　  ゆかた　　　き　　

　 

　

　　　

　　

　　さんかひ　　　　　えん　　 しゅうごう　　  じ　　　ふん

とうきょう    　　ひびやせん　  つきじ     えき　ばんでぐち　ちじょう

せいかつ  きょうしつ　さんぽ　　　　　

しょうさい 　　　もう　   こ　　ほうほう

　　　 らん

 　　　こんげつ　　    た

　　　　　 がつ　　どよう　　 うし　　  ひ

　　た　　　　　　なつ

　　　　　　　　　　　じつ　　　　　ふうしゅう　   えど　   じ

　  だい　   がくしゃ　  ひらが　げんない　　しか

　　　　　　　　　　　ことし　　　　  がつ　　　   にち

　  がつ   みっか

　　　　   ふじ

　　にっぽんいち

　  やま

　 うた　　　　　　　　　　　　ふじさん　　　  み

　　　　　　　　 ふじさん

　　　　　　　　　　　がつ　　　   せかい　ぶんか　いさん

　 とうろく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  せかい

　　　　ふじさん　　　　　　　　　　　　　　　　   にんき

　　　　　　　　　　　  ふじさん　　　やまびら　　　　　  がつ

　　ついたち

　　　なつ　  くだもの

　　　　　　　　　　　　なつやす　　　  うみ　　 い

            　　　　　　　　　　　 わ

　　　　　にほん　　　　　   あそ

　　　　　　　　　　くに　　　　　　　　　わ

　　　　　　　　　　  こ　　　　　　　　　　　　　　　　  あそ

　　　　　　　　　

　　 

　　　　ふじさん

●すいか割り
　　　　　　　　　　わ

 www.hiragana-net.com

７ 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

  じゅこうりょう   つき　　　　えん　　　かい

  　ばしょ

　りょうり　  ばしょ　　すみだく    かてい

 すみだく ほんじょ

のテーマは、

生活教室に
　せいかつ　きょうしつ

きませんか？

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

   　　  じこ　　びょうき

　　　　　　　　　　せつめい　　しじ　  き

　　りょうりきょうしつ　　　　　  ずし

　　　しょうかき　　  つか　   かた　きゅうめい　　　   

　　　ひ　　むりょう たいけん　　　　　　　　　かい

世界の人々と

「納涼の夕べ」へ

　　せかい　　　 ひとびと

　　　のうりょう　　　 ゆう

●参加費　1,000 円
●集合　　15時 25 分 JR 両国駅 西口

　さんかひ　　　　　　 えん　  

しゅうごう　　　　  じ　　　ふん　りょうごく えき にしぐち

　外国人観光客にも人気の築地市

場で、少し早目に昼ご飯を食べた

ら汐留へ。展望台から東京湾を望

んだり、鉄道歴史展示室やアド・

ミュージアム東京など、涼しいビ

ルのなかで見学しましょう。

　中国語を話しながら早稲田大学

～椿山荘までを歩きます。初級者

から OK の「やさしい中国語」でガ

イドします。中国語を勉強してい

る人、中国の方もご参加ください。

　がいこくじん かんこうきゃく　　　にんき　　  つきじ　し

じょう　　 すこ　　はやめ　　  ひる　　はん　　 た

　　しおどめ　　　てんぼうだい　　　  とうきょうわん　のぞ

　　　　　　　てつどう れきし 　てんじしつ

　　　　　　　　　　　とうきょう　　　　   すず

　　　　　　　　　けんがく

　　ちゅうごくご　はな　　　　　　　　　わせだ　 だいがく

　　ちんざんそう　　　　　ある　　　　　　　  しょきゅうしゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちゅうごくご

　　　　　　　　　　　ちゅうごくご　  べんきょう

　  ひと　ちゅうごく　かた　　　   さんか

　

　　　

7/20（土）10:30～14:30
　　　　　    どようび

早稲田界隈を歩こう
　　　　わせだ　　　  かいわい　　　   ある

●参加費　3,000 円（昼食代込み）

●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　 ちゅうしょくだい  こ

　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

第２回
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

7/30（火）10:30～14:30

 　　　　　　　  きんようび

　　　　　　　　かようび


