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　職場、ご近 所の外国人ともっと話し
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、在住外国人にゲストで来ていた
だき、日本での生活について話をして
いただきます。    ●参加費：無料　●場
所：ひらがなネット事務所　●定員：
８名　●要予約　●無料講座のため受
講はひとり１回とさせていただきます。

　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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　2002 年に来日したイェルキンさん
は、早稲田の大学院で情報通信の勉強
をしました。現在はシステムデザイン
開発の仕事に就いています。チームの
仲間はアメリカ、香港、シンガポール、
オーストラリア、ニュージーランドと
グローバルです。日本に来て２年間は
お寿司が食べられませんでした。今で
は週に１回は食べるほど、大好きにな
りました。ウズベキスタンの 6 月はま
だ過ごしやすく、７月からはグンと暑
くなります。名物はピラフで、ひまわ
り油をたっぷり使っているそうです。

　カレーライスなどにそ
えられるらっきょうは、

今が旬です。「畑の薬」といわれるほ
どで、疲労回復にいいそうです。豚肉
と一緒に食べると、さらに効果がある
といわれています。らっきょう漬けは
簡単に作れます。スーパーで売ってい
るので、今年は漬けてみてはいかがで
しょうか。

　６月４日は虫歯予防デー
です。「６（む）４（し）」の語
呂合わせからきています。食後の歯磨
きは大切ですが、とくに寝る前の歯磨
きがいちばん重要です。朝は口臭予防、
昼は身だしなみ、夜は虫歯予防だと意
識して磨きましょう。
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　さわやかな風が吹く今月は、駒込か
ら春日を歩きます。この地域はお寺が
多く、見学しながら東洋大学へ。学食
では、一番人気のところでお昼を食べ
ます。そして、あじさいまつりの白山
神社へ。最後は文京シビックセンター
の25階から、散歩した道を眺めます。
●歩くコース：駒込駅▶駒込富士神社
▶吉祥寺▶南谷寺 目赤不動▶東洋大学
（学生食堂）▶白山神社▶文京シビック
センター 展望ラウンジ▶春日駅（約
4.5km）。 ●参加費：おとな1,500 円、学
生1,300円、こども・中学生 750 円（昼
食代は各自）　●集合：10:55　ＪＲ山
手線「駒込」駅   北口　●6/17まで受付

■ひらがなネットはゴールデンウィー
クにインドネシアのバンドゥンという
町に行き、国立第25高校の「日本語ク
ラブ」の学生さんたちと交流をしまし
た。インドネシアではドラえもんが大
人気と聞いていたので、一緒にドラえ
もんの大好物「どら焼き」を作りまし
た。お礼にと、インドネシア語でドラ
えもんの歌を歌ってくれました。
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7/6
（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

タブロノフ・イェルキンさん

へいじつ　　　　　　　  じ

日本人向け
にほんじん む

ウズベキスタン
友だちの国は…
とも　　　        くに

あじさいの季節、駒込～春日を歩く
　　　　　　　　　　  きせつ   　 こまごめ　　 かすが

きせつの おはなし
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（土）
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14:00▼ みんなで散歩

さんぽ
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6/30
（木）

）14:0016:00▼

ひらがなネットお茶会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ちゃかい

一緒に町を歩こう！
いっしょ　  まち　  ある

外国人向け
がいこくじん む


