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　きのこの王様とい

えば『松茸』。香り

のよさで人気があります。値段も高

いです。焼き松茸・お吸い物・松茸

ご飯にして食べます。しかし欧米で

は、この香りは、靴下の臭いや汗の

臭いといわれ嫌われています。不思

議ですね。

　秋の空に広がる「いわし雲」。たく

さんのいわしが泳いでいるように見

えるので、この名前がつきました。

この雲が出ると、いわしがたくさん

とれるともいわれています。もとも

とは巻積雲の俗称です。その他「う

ろこ雲」「さば雲」などもあります。

　中華人民共和国陝

西省の省都である西

安市出身です。長い

歴史のある街で、京

都に似ています。数

多くの史跡・遺跡などがあり、世界

中から観光客が訪れます。西安の 10

月は、東京と気候があまり変わりま

せん。このころに秋の運動会があり

ます。中学校の先生をしていたので、

そんなことを思い出します。
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●生活教室・料理教室の場所

　墨田区 家庭センター（亀沢 3-24-2）
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　10 月は「ニュースを

知ろう！」。生活から社

会問題まで、話題を知っ

ていると会話が弾みます。

　11 月は「病気かな？その２　女性

の病気編」です。検診の大切さや女

性に多い病気について知りましょう。

●毎月第 1 回目は、無料で体験でき

ます（ひとり 1 回限り。日本語中級以

上）。　●受講料：４回コース（料理あり）

月7,200円、３回コース  月 6,170円

●参加費2,100円（材料費込み）

10/2
もくようび
10:00～12:15

新聞を読んでみよう

テレビを見てみよう

　　 しんぶん　　   よ

　　 　　　　　　　　  み

11/6
もくようび
10:00～12:15

検診を受けよう。

乳がん、子宮がんなど

　　  けんしん　　　  う

　　にゅう　　　　  しきゅう

話題の塩麹を

つかってみよう

　　　わだい　　　　しおこうじ

ひらがなレシピ
料理教室

10/23
もくようび
10:00～12:30

　❋鶏の塩麹焼き　
　❋塩麹の炊き込みご飯
　❋ねぎときのこのみそ汁

【つくる料理】
りょうり

 とり　  しおこうじ や

しおこうじ　 た　　  こ　　 　 はん

　　　　　　　　　　　　　   しる

　東京ディズニーラ

ンドもあり、国際色

豊かな町として知ら

れる千葉県浦安市。かつては海と川

に囲まれた漁業の町でした。魚市場

に行ったり、神社に寄ったり、昔の

浦安の町にふれられます。　

●参加費： 1,230 円　●集合： 10:25

東京メトロ東西線「浦安」駅 西口

　お茶の水にはたくさんの学校と世

界一の古書店街があります。明治大

学の博物館を見たあとは、神保町の

神田古本まつりをめぐります。最後

は眺めのいい学生食堂でお茶を飲み

ながら、中国語を話しましょう。

●参加費  2,700 円／中国語が母国

語の方は 1,750 円（喫茶代込み）

●集合：12:55　ＪＲ総武線・中央

線「御茶ノ水」駅

聖橋口　●最小催

行人数：５人

さんぽ みんなで散歩
　  さんぽ

外国人のための 生活教室
せいかつ　きょうしつ

10/26
にちようび

10/30
もくようび
10:30～14:00

浦安を歩こう
　　うらやす　　　　ある

無料体験
がいこくじん

む りょうたい けん

商  麗婷さん
しょう れいてい

10

11/1
どようび

お茶の水〜

神保町の古本市へ13:00 ～ 16:30

さんぽ
やさしい
中国語さんぽ
　ちゅうごくご

　　　　ちゃ　　　   みず

　じんぼうちょう　　   ふるほんいち


