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フィリピン

　仕事をしたい、日本で暮らす外国人
のための講座です。仕事の見つけ方、
履歴書の書き方、面接の受け方、仕事
のマナーや言葉を学びます。受講した
方の多くは、その後に仕事についてい
ます。　●日程：３月７日（月）、８日（火）
10日（木）、11日（金）、14日（月）、15日（火）、
17日（木）、18 日（金）  　●場所：ひらが
なネット事務所　●受講料：21,600 円
（全８回）
★3/7は、無料で体験できます。

　1/22～2/3「すみだクリエイターズク
ラブ展『拝啓、北斎先輩』」に出展しま
した。すみだの外国人 197 人に「葛飾
北斎を知っていますか？」というアン
ケートをとり、発表しました。外国人
の皆さんは、北斎
のことをよくご存
知でした。うれし
いですね。
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　2003 年にフィリピンのセブ島から
来たアイダさん。現在は 4 人の子ども
たちのお母さんです。家には子どもの
友だちも遊びに来ていて、いつもにぎ
やかです。アイダさんは小学校の先生
だったこともあり、日本の子どもたち
に英語を教えています。月に２回の「イ
ングリッシュ・キッズクラブ」と、幼
稚園で月に１回教えています。セブ島
の２月で大きなイベントは、バレンタ
インです。日本と逆で、男性から女性
にプレゼントします。花やチョコレー
ト、アクセサリーなどが贈られ、とて
も楽しみな一日だそうです。

　　猫の人気が高まって
います。ペットで飼う犬の数を超えた
そうです。猫の平均寿命は 15 歳で、
犬は14歳。猫は少し長生きです。知っ
ていますか？　２月22日は猫の日です。
猫の鳴き声が「にゃー、にゃー、にゃー」
からとりました。あなたの国では、猫
はどう鳴きますか？

　１年は365日です。
しかし今年は 366 日と 1 日多く、それ
を閏年といいます。４年に１回、２月
が１日多くなります。オリンピックが
行われるのも閏年です。今年はブラジ
ルでオリンピックですが、東京オリン
ピックが開かれる2020年も閏年です。
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　いつも料理教室をしている家庭セン
ターが３月末で閉館するため、ハレの
日料理教室は、このあと少しお休みを
します。今回は、お寿司と和菓子で、
楽しくパーティをしたいと思います。
●作る料理：お肉のにぎり寿司 & いな
り寿司、卵のお吸い物、いちごのどら
焼き　●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：家
庭センター（亀沢3-24-2）●3/3 まで受付

　みなさまと散歩を続けて100回目を
迎えることができました。感謝の気持
ちを込めて、ひらがなネットの地元で
ある両国を歩きます。ねずみ小僧の眠
る回向院や相撲博物館をめぐります。
そして、スウェーデン出身のボルボ亭
イケ也さんの落語を聞きます。いつも
の散歩とはひと味違う内容です。ぜひ
ご参加ください。　●参加費：おとな
1,500円、学生1,300円、こども800円
（昼食付き）　●集合：10:25　JR 総武線
「両国」駅　西口　●2/24 まで受付
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猫の日

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

福山アイダ さん

へいじつ　　　　　　　  じ

閏年

友だちの国は…
とも　　　        くに

［特別企画］
両国を歩いて、落語を聞こう
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きせつの おはなし
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ありがとう！100回記念
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お寿司と和菓子を作ろう！
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ハレの日料理教室

3/7
スタート
10:00
12:00▼

外国人のための「仕事教室」
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日本語中級以上
にほんご ちゅうきゅう いじょう

きょうこせんせいの


