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　みなさんの職場、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。　●参加費：無料　●場所：
ひらがなネット事務所　●要予約

　外国人のみなさん、お茶を飲みなが
ら日本語で話をしませんか。ぜひ、お
友だちと一緒に来てください。買い物、
美容院、病院、旅行…いろんな話をし
ましょう。　●参加費：無料　●場所：
ひらがなネット事務所（両国｜墨田区
亀沢2-19-7)　●予約は必要ありません。
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　ミンナさんは「ムーミン・インター
ナショナル・キンダーガーデン」の先
生です。こどもたちとは英語で話しま
すが、日本語はとても上手です。高校
生のときにロックバンドの L'Arc～en
～Ciel と出会い、歌詞を理解したいと
独学で日本語の勉強をはじめました。
ミンナさんの故郷は東フィンランドの
ヨエンスです。日本語では川口という
意味だそうです。５月は朝５時～夜９
時ごろまで明るく、６月と７月はさら
に日が長くなります。寝るときにアイ
マスクをする人もいるそうです。

　５月５日はこどもの日  
です。端午の節句ともいい

ます。男の子の健やかな成長を願って、
鯉のぼりを飾ります。もともと鯉は、
きれいな川でなくても、池や沼でも生
きられる生命力の強い魚です。鯉のよ
うにどんな環境でも、元気に育ってほ
しい。そんな願いが込められています。

　こどもの日には、菖蒲
の葉や根の部分をお風呂
に入れます。それを菖蒲
湯といいます。独特の香りがあり、リ
ラックスできます。近所の銭湯でも、
この日は菖蒲湯です。家で楽しむなら、
スーパーや花屋さんでも売っています
から、ぜひ試してみてください。
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　５月の散歩は中野駅からスタートで
す。駅前は再開発でガラリと変わりま
した。にぎやかな商店街を通って、新
井薬師、哲学堂公園へとめぐります。
最後は、作家の林芙美子記念館を見学。
初めての道は、楽しいですよ。たっぷ
りの新緑を見ながら歩くコースです。
●歩くコース：中野駅▶新井薬師梅照
院▶哲学堂公園▶中井御霊神社▶林芙
美子記念館▶中井駅（約 4.4km）。 ●参
加費：おとな 1,500 円、学生 1,300 円、
こども750 円　●集合：12:55　ＪＲ中
央線・地下鉄東西線 「中野」駅　北口
●5/27まで受付

■ひらがなネット
は４月で４周年を
迎え、５年目に入
りました。カナダ
出身の福原メラニーも加わり、英語関
連の事業も強化中です。これからもど
うぞよろしくお願いいたします。
■ゴールデンウィーク期間は、海外出
張のため４月28日（木）～５月８日（日）
をお休みとさせていただきます。
■墨田区内50の飲食店の英語メニュー
を作る仕事をさせていただき、その情
報をまとめた冊子、
WEBサイトが完成し
ました。WEBサイト
からは英語メニュー
もご覧になれます。

Oishii Sumida Tokyo▶
www.oishii-sumida.tokyo
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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　

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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