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　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。毎回、
各国のゲストを迎えて行っている講座
です。日本で暮らす外国人はどんな生
活をしているのでしょうか。ぜひ話を
聞きにきてください。　●受講料：無
料　●場所：ひらがなネット事務所

■11 月に行った「外国人のための仕
事教室」では、仕事の探し方、仕事の
言葉、履歴書の書き方、面接の練習など、
仕事に就くために必要なことを学びま
した。実際に仕事の体験もしました。
次回は、来年３月を予定しています。

■11月25日、
昭和女子大学
で「外国人と
日本人をつな
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　今年の９月に韓国の北西部キョンギ
ドから来ました。日本では東京の隣り
にある埼玉のようなところです。初雪
は12月に降ることが多いですが、今年
は11月 26日に降ったと聞きました。
　忘年会では職場の同僚や友だちと三
枚肉（サムギョプサル）を食べながら、
焼酎をたくさん飲みます。年末は家族
よりも、友だちや恋人と遊びます。み
んなでテレビを見ながら、または明洞
のような賑やかな町に行ってカウント
ダウンをします。

クリスマスのころに花が
咲くので、この名前になりました。ロー
ズでも「バラ科」ではありません。寒
さに強く、雪を持ち上げて花を咲かせ
るところから「雪起こし」という日本
名もあります。とても丈夫で、育てや
すいです。寒さを避けるように、
花は下向きに咲きます。

　12月 12日は漢字の日
です。今年 1 年を漢字で表すと、あな
たはどの漢字を選びますか。全国から
募集をして、１番多く票を集めた字が
「今年の漢字」になります。京都の清
水寺で、漢字の日に発表されます。去
年は「税」。消費税が５％から８％に
上がったので選ばれたようです。
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　錦糸町は多国籍のお店がたくさんあ
ります。お店をのぞきながら、クリス
マスイルミネーションに飾られた東京
スカイツリーへ向かいます。ツリーに
だんだん近づいていく景色は、スカイ
ツリーロードならではです。
●参加費：おとな1,230円、学生1,080円、
こども610円　●集合：16時 25分 
ＪＲ「錦糸町」駅　北口

　2012 年、2013 年にも歩いた人気の
コースです。東京駅から、丸の内、銀
座を通って汐留へ。そして、サラリー
マンの聖地である新橋まで、イルミ
ネーションを見ながら散歩します。
●参加費：おとな1,230円、学生1,080円、
こども610円　●集合：16時 25分 
ＪＲ「東京」駅　丸の内北口

ぐネットワーク活
動」というテーマ
で特別講義を行い
ました。
■12月29日（火）
～１月４日（月）は、冬期休業（冬休み）
とさせていただきます。
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クリスマス
ローズ

1/14
（木）
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　

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

黄 棆敬 さん

へいじつ　　　　　　　  じ

漢字の日

友だちの国は…

日本人向け
にほんじん む

とも　　　        くに

錦糸町から東京スカイツリーへ
    きんしちょう　　　　とうきょう

東京駅から銀座、汐留へ
　　　  とうきょう えき　　　　 ぎんざ　　 　しおどめ きせつの おはなし

12/11
（金）
16:30
19:00▼

みんなで散歩
さんぽ

12/19
（土）
16:30
19:00▼
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みんなで散歩
さんぽ
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東京イルミネーション散歩
  とうきょう　　　　　　　　　　　　    さんぽ
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東京イルミネーション散歩
  とうきょう　　　　　　　　　　　　    さんぽ
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かん　　  こく


