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　「ハレの日料理教室」に参加してく

れた、３人の李さん。インターカルト

日本語学校に通う、台湾からの留学生

です。温暖な台湾も、３月は昼と夜の

気温差が大きいということですが、桜

を見たり、温泉に入ったりして、季節

を楽しむそうです。

　欣宜さんと欣玫さん姉妹と、明翰さ

んの３人はとても仲よしです。休日は

観光やショッピング、おいしいものを

食べに、いろいろな所へ出かけます。

　ふきのつぼみを “ふきのとう” とい

います。雪がとけ始めるころに、芽を

だします。スーパーや八百屋さんに並

ぶと、「春だなぁ」と思います。天ぷら

にしたり、酢味噌和えにしたり。少し

苦味のある味ですが、好きな人が多い

です。大きなものより、小さいほうが

苦味がすくないです。

　日本人の20%～25％が花粉症といわ

れています。天気予報でも花粉の飛散

量（飛び散る量）の予報をしています。

もしあなたが花粉症なら、チェックし

てください。スギ花粉のピークは３月

～４月上旬。ヒノキ花粉は３月下旬～

４月下旬。その年によっても違います

が、関東地方は去年の約２倍、花粉が

飛ぶそうです。
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　お好み焼きが素敵なおもてなし料

理に。焼き方もマスターしましょう。

●作る料理：お好み焼き（ハレの日

スペシャル）、春色ポテトサラダ、抹

茶のまんまるクッキー　●受講料：

大人 3,000 円、学生 2,600 円、子ど

も４歳～1,500円（材料費込み）　●定

員：24 人　●場所：墨田区家庭セン

ター（亀沢3-24-2）　●4/9 まで受付

　静かな住宅街にある庭園やアトリエ

を見学します。雑司ヶ谷の鬼子母神で

お参りをして、池袋へと歩きます。

●参加費：大人1,230円、学生1,080円、

子ども610円　　

●集合：12:55　

JR山手線「目白」

駅　改札前

■２月は留学ジャーナルの講座、JICA

の研修、楽しく地域日本語支援をする

ための講座など、たくさんの方々にお

話を聞いていただく機会がありました。

■吉澤が足を骨折したため、しばらく

散歩のガイドはほかの者が務めさせて

いただきます。

生活教室は今

月より再開い

たします。
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 ３月│上手に読もう、上手に話そう
   　   がつ      じょうず　　 よ　　　　　 じょうず　  はな

４月│10 年前何していた？
　　  10 年後何していたい？

   　  がつ   　 　　   ねん まえ なに

　　　　　　　　　  ねん   ご  なに

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

きせつの おはなし

ふきのとう

まいしゅう もくようび

●日本語中級以上（にほんご ちゅうきゅう いじょう）

花粉症
  かふんしょう

　日本語を読んだり、書いたり、話し

たり。日本語の歌も歌いましょう。

　　　チャレンジ！  読もう (★)

　　　チャレンジ！  話そう、歌おう

　　　チャレンジ！  漢字

★は無料体験できます（１人１回）

　お国にいたとき、日本に来てから、

そして10年後は？　あなたの新聞を作

りましょう（4/2、4/9、4/23）。

●受講料：３回コース6,170円、４回コー

ス（料理あり）7,200 円　●場所：墨田

区家庭センター　※４月から場所変更

　カリフォルニアロールと鶏団子のお

吸い物を作ります。お祝いの料理にも。

●受講料：2,100円（材料費込み）　

●場所：生活教室と同じ
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目白から鬼子母神を歩く
　　　　 めじろ　　　　　　  きしもじん　　　　 ある

ひ ら が な ネ ッ ト 便 り
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教室・散歩のお申し込みは、こちらから
きょうしつ　さんぽ  　　   もう　  こ

4/11
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10:00
12:30▼ ハレの日料理教室

きょうこ せんせい の

お好み焼きと抹茶のお菓子
　　　　  この　　　や　　　　　まっちゃ　　　　　 かし

　　　　　　　 ひ りょうり きょうしつ

り・しんいさん、しんめいさん姉妹（しまい）と
り・めいはんさん

友だちの国は…
［台湾］

とも　　　　　 くに

　  たいわん


