
　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

　
　初級の日本語を学びながら、日本の
生活を近道して覚えます。買物、病院、
交通、電話のかけ方などをオリジナル
のテキストで勉強します。　
●日程：10月５日（月）、６日（火）、８日（木）、
９日（金）、13日（火）、15日（木）、16日（金）、
19日（月）  ●場所：ひらがなネット事務
所　●受講料：21,600円（全８回）
★10/5は、無料で体験できます。
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　ヨハンさんは別名、ボルボ亭イケ也
さんといいます。まだプロではありま
せんが、落語をいろいろな場所で披露
しています。日本語と英語で演目を変
えるので、落語の好きな方、または英
語を勉強したい方にも楽しい時間にな
ります。故郷のウプサラで「酢豆腐」
という落語をスウェーデン語でしたと
ころ、大いに受けました。笑うツボは
国によって違うそうです。スウェーデ
ンの９月は、森が黄色や赤に色づきと
てもきれいです。きのこ狩りをしなが
ら、自然を楽しみます。

　いちじくを漢字で
書くと「無花果」と
書きます。日本人で

も読むのが難しいです。花がないので
はなく、実を半分に切って、真ん中の
赤いものが花です。アラビア南部では
６千年も前から作られていました。い
つまでも年を取らずに長生きする果物
ともいわれています。
 

　そばに汁だけかけた
のが「かけそば」です。かけそばに卵
を入れたのが「月見そば」です。卵の
白身を雲に、黄身を月に見立てていま
す。今年のお月見は９月 27 日。もし
雨が降ったら、かわりに月見そばを食
べましょう。手軽なお月見ですね！
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　秋はハイキング、ドライブなど遠く
へ行くことが多い季節です。手作りの
お弁当をもって出かけませんか。 ●作
る料理：行楽弁当（牛肉おこわ、唐揚げ、
ソーセージの卵巻きほか　●参加費：
おとな 3,500 円、学生 3,000 円、子ど
も４歳～2,000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）　●9/24 まで受付

　

　目黒区の住宅街を歩いて、教会やお
寺、「碑文谷八幡秋季例大祭」へ。秋祭
りで神輿や屋台が出ます。金魚すくい、
型抜き、スマートボール。昭和のころ
からの雰囲気が残るお祭りです。　
●参加費：おとな1,230円、学生1,080円、
こども610円　
●集合：13:55
東急東横線
都立大学駅改札

■８月 14日の夏休み特別企画「みんな
でたこ焼きパーティ！」に日本語学校
の学生など７ヵ国の人たちが集まりま
した。たこ焼きやおにぎりを作ったり、
日本語ビンゴをして、とっても盛り上
がりまし
た。
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9/30
（水）
19:00
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「外国人とのお付き合い」講座
　　がいこくじん　　　　　　　   つ　   　  あ　　　　　　こうざ　

10/5
スタート
10:00
12:00▼

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

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
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日本人向け
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秋は、お弁当をもって出かけよう！
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みんなで散歩
さんぽ
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都立大学から学芸大学を歩く
　　とりつ    だいがく　　　　　がくげい だいがく　　   ある

秋祭りに行こう！
あきまつ

　　　　　　　ひ　りょうりきょうしつ


