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　　　　　　サザエさんの町として

知られる桜新町からスタート。馬事

公苑で馬を見かけたり、東京農業大

学の「食と農」の博物館を見学しま

す。農大の開発した商品も購入でき

ます。昼食は農大の学生食堂へ

（25日のみ。29日は博物館のカフェ

で）。そして、世田谷区立郷土資料

館で代官屋敷を見学したら、世田谷

線にも乗ります。最後はキャロット

タワー 26 階にある展望台の見事な

景色を見ます。

●参加費 1,230 円　●集合：9:55

東急田園都市線　桜新町駅　改札

●昼食代、世田谷線（150 円）が別

途かかります。
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　アスパラガスは、

茹でても、焼いても、炒めてもおい

しいです。育て方の違いで、白と緑

の 2 種類があります。白は香りがよ

くてやわらかく、緑は栄養があり歯

ごたえがいいです。

　6月から 7月半ばに

かけて、梅雨になりま

す。日本には雨を表す

言葉がたくさんあります。広辞苑（辞

書）には 185 語。『雨の名前』（小学

館刊）という本には 422 語も載って

います。五月雨、氷雨、涙雨、桜雨、

霧雨、長雨など、あなたはいくつ知っ

ていますか？

　タイ王国の 6

月は雨が多く、

とても暑いです。

そして、桜によ

く似た黄色い花がたくさん咲くそう

です。ジャルニーさんの故郷は首都

バンコクから 2 時間半ほど離れたカ

ンチャナブリ。第二次世界大戦を描

いた映画「戦場に架ける橋」の舞台

にもなった場所だそうです。

　７月の生活教室は

「生活マナーとお付き

合い」。日本人との付

き合いで、どうして？

意味がわからない…ということはあ

りませんか。この講座で悩みをなく

しましょう。毎月の第１回目は、無

料で体験していただけます（おひと

り１回限り。日本語中級以上）。

　災害などに備えて用意している「缶

詰」。普段の料理に賢く使いませんか。

●参加費 2,050 円（材料費込み）

きせつの おはなし

●今月の野菜
 「アスパラガス」
 
 

●雨の言葉
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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）

●無料体験、散歩、料理の予約は、

せいかつ きょうしつ　りょうり きょうしつ　　ばしょ　　  すみだ  く　  かてい　　　　　　　　　かめざわ

 むりょうたいけん　  さんぽ　　 りょうり　　よやく

みんなで散歩、料理教室にご参加の方に　　ひらりんのバッジをプレゼント♪
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6/25
すいようび

6/29
にちようび
10:00～14:00

桜新町から

三軒茶屋を

歩こう

　　さくらしんまち

　　　さんげんぢゃや

　　ある

info@hiragana-net.com　へ

　　　 　　 とも　　　　　　   くに

　　友だちの国は

納ジャルニーさん
おさめ

２周年記念バッジ
日本に暮らす外国人と日本人が一緒に楽しめる様々なイベントを行っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どなたでもお気軽にご参加ください。

　　　　　　　　　

  にほん　　 く　　　 がいこくじん　    にほんじん　　いっしょ　 たの　　　　　さまざま　　　　　　　　　　おこな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きがる　　　　さんか

ひらがなネットとは？
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もくようび
10:00～12:15

日本で、しては

いけないこと

  　　にほん

外国人のための生活教室
　 がいこくじん　　 　　　　　　　　せいかつ きょうしつ

無料体験
むりょう　たいけん

保存食「缶詰」を

つかった料理

 　　ほぞんしょく　　   かんづめ

　　　　　　　　　　　　　りょうり

ひらがなレシピ
料理教室

6/19
もくようび
10:00～12:30

　❋さんま蒲焼きの卵とじ丼
　❋ほたてと大根のサラダ
　❋コーンとアスパラのみそ汁

【つくる料理】
りょうり

　　　　　   かばや　　　   たまご　　どんぶり

　　　　　　　だいこん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しる


