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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

　毎日つくる幼稚園のお弁当、大変で
すよね。簡単で、子どもが喜ぶお弁当
を一緒につくりましょう。　●参加費：

2,500 円　●場所：ひら
がなネット事務所（両
国｜墨田区亀沢2-19-7) 
●4/19まで受付
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　張さんは上海で雑誌のマーケティン
グの仕事をしていました。３年前、ご
主人の転勤で来日。昨年は、待望の赤
ちゃんが誕生しました。子育てが落ち
着いたら、また仕事をしたいそうです。
そのため、日本語の勉強を続けていま
す。上海は年間を通じて日本と同じ気
候です。４月には桜も咲き、家族や友
人とお花見を楽しみます。上海を代表
する花は白木蓮で、とてもきれいだそ
うです。旬の野菜は、そら豆や筍。日
本と違い、そら豆はねぎと一緒に炒め
ます。筍も炒めて食べるそうです。

　その名の通り、お花を
見ながら食べる、日本の伝統的なおだ
んごです。３色は季節をあらわしてい
ます。ピンクは桜で春を、白は雪で冬
を、緑はやがて来る夏を表現している
そうです。あれ、秋がありませんね。
秋がない＝飽きない。食べ飽きないと
いう、説があります。

　真っ赤ないちごは、み
んなが大好きです。ビタミンＣが豊富
で、１日に５粒も食べれば必要量が取
れるほどです。おいしいいちごの見分
け方は、ヘタが元気で反っていること。
甘さは、ヘタから先端にいくほど増し
ます。食べるときはヘタのほうから食
べましょう。
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　広い空と海風、カモメが飛ぶ景色に、
視界がグンと広がります。４月の散歩
は、横浜観光の王道ともいえるコース
です。JＩCＡ横浜の「海外移住資料館」
を見学、そして港が見えるレストラン
「ポートテラスカフェ」でお昼をいた
だきます。横浜税関の資料展示室にも
立ち寄ります。帰りは中華街を通って、
観光気分を盛り上げましょう（歩くコー
ス：約4.3km）。 ●参加費：おとな1,500円、
学生1,300円、こども750 円（昼食代は
含みません）　●集合：10:25　ＪＲ京
浜東線・根岸線「桜木町」駅 北改札口
●4/22まで受付

■墨田区内 50 の
店の英語メニュー
をつくる仕事をさ
せていただきまし
た。メニュー設置店には
「ENGLISH MENU AVAILABLE」
のステッカーが張られています。

　墨田区の日本語教室紹介
　外国人が簡単な読み書きや、介護施
設で働くために必要な言葉を学ぶ日本
語教室があります。【時間】毎週金曜
日 15:00 ～ 19:00 ※90分×３回（その
うち１回受講）　【場所】横川三丁目集
会所　【対象】墨田区に住んでいる方、
墨田区の介護施設で働いている方など
【費用】無料
【問い合わせ】賛育会
（03-3622-7614）
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5/11
（水）
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

張 亜瓊さん

へいじつ　　　　　　　  じ

いちご

友だちの国は…

日本人向け
にほんじん む

とも　　　        くに

港町、横浜を歩こう
　　　　　 みなとまち　　 よこはま　　   ある

きせつの おはなし

4/23
（土）
10:30
14:00▼ みんなで散歩

さんぽ

ひ ら が な ネ ッ ト 便 り

ちょう　　あけい
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4/21
（木）
10:30
12:30▼

幼稚園のお弁当をつくろう
　　　　　　　  ようちえん　　　　　 べんとう

両国クッキング
りょうごく

はじめての横浜散歩
　　　　　　　　　 よこはま さんぽ

ちゅうごく


