
  さんぽ

　英語抜きでできる、外国人とのコ
ミュ二ケーション方法を教えます。
●無料　●場所：ひらがなネット事
務所（墨田区亀沢2-19-7）　●要予約

　そばを粉から自分で作ってみません
か。夏におすすめ、塩レモン味の鶏料
理も紹介します。 ●作る料理：手打ち
そば、夏野菜と鶏肉の焼き浸し　●参
加費：おとな 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）　●7/23 まで受付
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　ウガンダは四季がなく、雨季と乾季
しかありません。4～ 8 月と 11～ 12
月が雨季です。年間を通して 25 度前
後という過ごしやすい気温なので、「ア
フリカの真珠」とも呼ばれているそう
です。珠希さんはお母さんの国である
日本へ、今年来ました。日本語を一生
懸命に勉強し、漢字もどんどん書ける
ようになりました。今は子どもに英語
を教える仕事をしていますが、大人の
英語クラスも始めたいと思っていま
す。そして、もっと日本語が上手になっ
たら通訳として働きたいそうです。

　　　　　　　　　夏は冷たい麺類が
　　　　　　　　おいしいです。ラー
メン屋さんには冷やし中華がありま
す。中華と書いてありますが日本の料
理で、中国にはないそうです。夏限定
のメニューなので、お店には「冷やし
中華はじめました」のポスターが貼ら
れます。これを見ると夏が来た
なあと思います。

 
　目も日焼けするのをご存知ですか。
目が日焼けすると、実は肌も日焼けを
します。いくらお肌の日焼け対策をし
ていても、目に何もしないと効果は半
減するそうです。日差しが強くなる今
こそ、サングラスをしましょう。そし
て、夏のおしゃれを楽しみましょう。
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　谷中は古い町並みと、70 を超える
寺院がある寺町です。人気の散歩コー
スを歩いたら、国際子ども図書館から
上野駅公園口へ向かいます。
●歩くコース：日暮里駅▶谷中銀座▶
いせ辰▶みかどのパン屋▶観音寺の築
地塀▶旧吉田屋酒店▶国際子ども図書
館▶上野駅　●参加費：おとな1,230円、
学生1,080円、
こども610円　
●集合：10:25
ＪＲ「日暮里」
駅 北改札口

　両国の夏祭りに参加しませんか？ 国
技館で親善相撲を見て、旧安田庭園の
池のほとりでお琴の演奏とお茶を楽し
みます。また、俳句に挑戦してはいか
がでしょう。浴衣のある人は、ぜひ浴
衣でご参加ください。●参加費：おとな
1,230円、学生1,080円、こども610円　
●集合：14:55　JR両国駅　西口改札前

■「こんにちは！プロ
ジェクト」が、いよ
いよはじまります。
７月中旬より、外国
人への日本語接客マ
ニュアル「まずは、
日本語でこんにち
は！」を無料配布し
ます。■毎週水曜日は「両国クッキング」
の日。日程はFBなどでご確認ください。
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冷やし中華

サングラス

7/22
（水）
19:00
20:30▼

7/25
（土）
10:00
12:30▼

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

7/11
（土）
10:30
14:00▼

人気の谷中を歩こう
　　　　　　  にんき　　　 やなか　　　  ある

ひ ら が な ネ ッ ト 便 り

講座・散歩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

きょうしつ　  さんぽ   　　   もう  　  こ　　　  ひつよう

羽上 珠希 さん

とも　　　　　くに

きせつの おはなし
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8/2
（日）
15:00
18:00▼

世界の人々と納涼の夕べ
　　　　せかい　　　ひとびと    　   のうりょう　　ゆう

ハレの日料理教室
きょうこ せんせい の

うちの道具で、手打ちそばに挑戦！
　　　　　　　どうぐ　　　　 て   う　　　　　　　　ちょうせん

　　　　　　　 ひ りょうり きょうしつ

へいじつ　　　　　　　  じ

ひ　　　　　  ちゅうか

友だちの国は… 　ウガンダ

日本人向け
にほんじん む

  はがみ　　たまき


