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　秋のお彼岸のころに

咲くから彼岸花。別の

名を曼珠沙華といいます。きれいな

花ですが、実は毒が多いです。田ん

ぼのそばに咲いているのは、彼岸花

の毒でねずみや虫が田んぼに入らな

いようにするためです。

　『虫の声』という歌

を知っていますか？

その歌では、マツムシは “ちんちろ

ちんちろ　ちんちろりん” と鳴き、

スズムシは “りんりん　りんりん　

りーんりん” と鳴きます。こうした

虫の声を聞いて、秋を楽しみます。

あなたの国では虫の声を聞きますか。

　フィリピンのミン

ダナオ出身です。9

月は少しずつ雨期に

入る頃で、オーキッ

ド（蘭）の花が咲き

はじめます。また、パホマンゴーも

できはじめます。実の小さいうちは

すっぱい味がします。これをバグオ

ンという小さな魚と一緒に食べると

とてもおいしいです。ヤングマンゴー

サラダという、おもてなし料理です。
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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）

●ご予約は、

 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

  　　　 よやく

info@hiragana-net.com　へ

　　　 　　 とも　　　　　　   くに

　　友だちの国は

　　　　がつ　 せいかつ きょうしつ　  じ

  けん　　　  こま

  いえ

　　　　　　   き　　　　  し　　　　　   ひと　   こえ

   　　　　　がつ　　　　　　　　　　　　　  し

  せいかつ　　　しゃかい もんだい　　　　　  わだい　　  し

　　　　　　　　 かいわ　　  はず

　　　し　　　　　  まいにち　　　　　　  ひろ

　　  まいつき　 だい　いっかいめ　　　  むりょう　 たいけん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっかい かぎ

  にほんご ちゅうきゅう いじょう

　　　さんかひ　　　　　   えん　ざいりょうひ こ

　　　ことし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りょう

　  り

　　　　　　しょうがくせい　　　こども　　　　　  さんか

　　　　　　　　　　　　さんかひ　  　おとな　　　　　　えん

　  こども　　　　　  えん　ざいりょうひ こ

　　　　　　　　　　　　きよすみ しらかわ　　  てら　  おお

　まち　　　　　 さいきん　　　　　　　　　　　　つぎつぎ

　たんじょう　　げんだい　　　　　　　たの　　　　　まち

　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　   お

　  つ　　　　まち　　　　　　　　　　　　　もんぜん なかちょう

　　　　  ふかがわ ふどうそん　 とみおか はちまんぐう

　　　　　　　　　　　　    さんかひ　　　　　　　   えん　  きよ

    すみ ていえん　にゅうえんりょう

　 えん       べっと  ひつよう

　　しゅうごう

　きよすみ しらかわ　   えき かいさつ

　9月の生活教室は「事

件！？困った！」です。

家にしつこいセールス

マンが来た。知らない人に声をかけ

られた。どうしたらいいでしょう。

　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。ニュース

を知ると、毎日がもっと広がります。

●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）。

●参加費2,050円（材料費込み）
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もくようび
10:00～12:15

ちかん、出会い系、

迷惑メール etc.

　　　　　　　　　　　で　あ　　　けい

　　 めいわく
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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

煮魚と煮物を

つくってみよう

 　　にざかな　　　　にもの

　　　　　　　　　　　　　

ひらがなレシピ
料理教室
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もくようび
10:00～12:30

　❋魚の煮付け　
　❋野菜の煮物　❋大根と油揚げのみそ汁

【つくる料理】
りょうり

さかな　 に　つ　　　　　　

やさい　　    にもの  　　　だいこん　あぶらあ　　　　　  しる

　今年は、かわいくて、おいしい料

理でハロウィン・パーティをしませ

んか。小学生から子供のみで参加で

きます。 　●参加費：大人 2,800 円、

子供 1,400 円（材料費込み）

　　　　　　清澄白河はお寺の多い

町です。最近はギャラリーが次々に

誕生し、現代アートが楽しめる町と

しても知られています。そんな落ち

着いた町から、にぎやかな門前仲町

へ。深川不動尊と富岡八幡宮をめぐ

ります。　●参加費： 1,230 円（清

澄庭園の入園料 150

円が別途必要です）

●集合： 12:55

「清澄白河」駅 改札

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

9/27
どようび

9/30
かようび
13:00～16:00

清澄白河から

門前仲町を

歩こう

　　きよすみ　　しらかわ

　　 もんぜん　なかちょう

　　ある

無料体験
がいこくじん

む りょうたい けん
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どようび
10:00～12:30

かわいい！

ハロウィン料理

　　

　　　　　　　　　　　　　　       りょうり

ハレの日 料理教室
ひ         りょうり きょうしつ

　❋ハロウィンの
　　飾り巻き寿司
　❋さつまいもとりんごのサラダ
　❋ひとくち胡麻チキン
　❋かぼちゃの和風ポタージュ

【つくる料理】
りょうり
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竹内スセットさん
　　サラちゃん

たけうち

きょうこ せんせい の


