
　東京都の人口の1/32は外国人。国際
結婚のカップルも多いです。みなさん
の家族、親戚、職場、ご近所の外国人
ともっと親しくなりませんか。「外国人
と日本人をつなぐ」ひらがなネットが、
英語抜きでできるコミュ二ケーション
方法を教えます。　●受講料：無料　
●場所：ひらがなネット事務所

　
　仕事をしたい、日本で暮らす外国人
のための講座です。仕事の見つけ方、
履歴書の書き方、面接の受け方、仕事
のマナーや言葉を学びます。
●日程：11月２日（月）、５日（木）、６日（金）、
９日（月）、10日（火）、12日（木）、13日（金）、
16 日（月）  ●場所：ひらがなネット事
務所　●受講料：21,600円（全８回）
★11/2は、無料で体験できます。
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　お国では中距離ランナーとして活
躍。ハーフマラソンの国内チャンピオ
ンにもなりました。日本には 4 年前に
来日し、日本語学校を経て CAD 製図
専門学校に通いながら現在就活中で
す。スリランカの 10 月は雨期で、あ
まり良い季節とはいえません。旅行へ
行くなら４月や８月が、お祭りなどイ
ベントもあるのでおすすめです。お二
人の出会いは街でイケメンのチャミー
ラさんを見て、友達になりたいと宏美
さんから声をかけました。チャミーラ
さんのプロポーズの言葉は「私はあな
たの心がほしい」だったそうです。

10月 10日は「1010
＝せんとう」になることから、銭湯の
日になりました。東京都では、この日
はラベンダー湯が楽しめます。大きな
お風呂にゆっくり入ると、疲れがとれ
て気持ちがいいです。銭湯の入浴料は
460円。リゾート気分
でいかがですか？
 

　どんぐりは、ブナ科のカシ・ナラ・
カシワといった木の果実です。種では
ありません。人間もどんぐりを食べま
すが、森にすむ野性動物たちにも大切
な食料です。ところで “どんぐり頭”
を知っていますか？　どんぐりのよう
な髪型をそういいます。
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　ファミリーにもカップルにも人気の
お台場。海風に吹かれながら、遊びや
食事、買いものを楽しめる場所です。
南極観測船「宗谷」や昔の車を楽しめ
る「MEGA WEB」など、特別におすすめ
の場所をご案内します。　
●参加費：おとな1,230円、学生1,080円、
こども610円　●集合：13:25 ゆりかも
め「船の科学館」駅改札

　

　人気の高い国会議事堂と迎賓館を歩
きます。普段は入ることのできない迎
賓館赤坂離宮も、この日は特別に前庭
を見学できます。１年間に３日だけ公
開される、秋のスペシャルコースを一
緒に歩きましょう。　
●参加費：おとな1,230円、学生1,080円、
こども610円　●集合：12:25 地下鉄 有
楽町線・半蔵門線・南北線「永田町」
駅　１番出口（地上）

■９月26日の「ハレの日料理教室」は、
お弁当を作り、牛肉が入ったおこわが
大好評でした。次回は 12 月５日（土）、
クリスマス
の料理とお
菓子を作り
ます！
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10/28
（水）
19:00
20:30▼

「外国人とのお付き合い」講座
　　がいこくじん　　　　　　　   つ　   　  あ　　　　　　こうざ　

11/2
スタート
10:00
12:00▼

外国人のための「仕事教室」
　　がいこくじん　　　　　　　　　　　 　しごと きょうしつ

講座、イベントはお申し込みが必要です
　  ▶03-6658-5414（平日10～17時）
　  ▶info@hiragana-net.com へ
tel

 こうざ                     　　　　　  もう　   こ　　  　ひつよう

チャミーラ・ランガナ・アマラシンハさんと
フィアンセの渡部宏美さん

へいじつ　　　　　　　  じ

せんとう　　　 ひ

どんぐり

友だちの国は…

スリランカ

日本人向け
にほんじん む

日本語中級以上
にほんご ちゅうきゅう いじょう

とも　　　        

10/17
（土）
13:30
16:30▼ ハレの日料理教室

みんな大好き！お台場を歩こう
　　　　　　　だい  す　　　　　　　   だいば　　　ある

くに

みんなで散歩
さんぽ

11/3
（火）
12:30
16:00▼

国会議事堂～迎賓館を歩く
　　  こっかい　  ぎじどう　　　　 げいひんかん　　  ある

きせつの おはなし

秋は散歩の季節です！
あき　 さんぽ　　 きせつ

ひ ら が な ネ ッ ト 便 り

わたなべ  ひろみ


