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　首都カトマンズ出身のアシムさんは、

4月25日に起きた大地震に心を痛めま

した。留学中ですぐには国に戻れない

けれど、何とかして地震で困っている

人を助けたい。学校の先生に相談し、

ネパール人の友人たちと一緒に、船橋

や津田沼で募金活動を始めました。

　「日本の人はとてもやさしい。たく

さんの人が募金してくれました。アル

バイトを休み一緒に活動してくれた仲

間たち。皆さんに感謝しています」。

日本と同じで６月は梅雨。家も学校も

壊れたので、さらに大変です。母国の

ために、アシムさんの活動は続きます。

　　　　　　　日本のお土産に傘を買

　　　　　う人が増えているそうで

す。アイデアのつまった傘は、とても

新鮮です。雨に濡れると絵が現れる傘

は、さしている人より周りの人を楽し

ませてくれます。雨は嫌いという人も、

好きな傘をさせば一日元気でいられそ

うです。

　６月の第３日曜日は父の日です。母

の日より、少し目立たない父の日。こ

んな川柳を見つけました。「父の日に 

自分で丸を つけておく」（東急百貨店「父

の日」川柳グランプリ作品）。あなたはこ

の日、お父さんとどう過ごしますか。
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　高級住宅街として知られる田園調

布。1918 年につくられた、日本初の

住宅専用市街地です。多摩川沿いにあ

る古墳地帯を見学したり、季節の花々

や、美しい家並みが続く住宅街を歩き

ます。「みんなで散歩」も 90 回。今回

は「大田・品川まちめぐりガイドの会」

との共同企画です。

●歩くコース：多摩川駅▶多摩川浅間

神社▶大黒堂（和菓子店）▶多摩川台

公園▶住宅街の散策▶田園調布駅舎▶

田園調布駅　●参加費：おとな1,230円、

学生 1,080 円、こども 610 円　●集合：

9:55　東急東横線、東急多摩川線、東

急目黒線「多摩川」駅　改札口

■ひらがなネットでは、ネパール地震

の支援のひとつとして、年内の「みん

なで散歩」の参加費からひとり50円を

ネパール支援団体に寄付します。その

ほか、復興応援企画を行っていきます。

■６月10日からはじまる「オフィスラ

ンチ」のボランティアスタッフを募集

しています。■凡人社『日本語教育　学 

のデザイン　─その地と図を描く─』

（神吉宇一編著）に、戸嶋が２ページほ

ど原稿を書かせていただきました。テー

マは「ソーシャルビ

ジネスだからできる

『近道』の日本語」

です。
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　外国人のお嫁さんやお婿さんと、もっ

と親しくなりたい。近所に外国人がい

るけど、あいさつをしたことがない。

ゴミの出し方を教えたいけど…。そん

な日本人のための講座です。英語抜き

でできる、外国人との簡単なコミュニ

ケーション方法を教えます。

●参加費：無料　●場所：墨田区亀沢

2-19-7（ひらがなネット事務所）　

　外国人旅行者に、ひらがなネットの

オフィスで料理をして、食べて、旅の

日本語を学んでもらう教室を始めま

す！ 6/10 おにぎり、6/17 そば、6/24

のりまき、7/1カレーライスです。　

●参加費：2,500円または20ドル　

●場所：墨田区亀沢2-19-7
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オフィスランチ はじめます！
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田園調布を地元ガイドと歩こう
    でんえんちょうふ　　　じもと　　　　　　　　　ある

ひ ら が な ネ ッ ト 便 り

マハルジャン・アシム さん
　　　　　　（右から二人目・みぎから ふたりめ）

友だちの国は… ネパール
とも　　　　　くに

きせつの おはなし

vol.90

毎週 水
まいしゅう すいようび

新企画
しんきかく

特別企画
とくべつきかく

ひらがなネットは、日本に暮らす外国人と日本人をつなぐ会社です。
　　　　　　　　　 にほん　　く　　　がいこくじん 　にほんじん　　　　　　かいしゃ

▶03-6658-5414（平日 10～17時）　  
▶info@hiragana-net.comへ

tel

講座・散歩はお申し込みが必要です。
こうざ　   さんぽ　　　もう　   こ　　　ひつよう

　　　　　　　　　　　　　　 へいじつ　　　　　　  じ

かさ

ちち　　　ひ


