
　　 なし

　　　　　　　　はな

　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。９月のお
茶会は、特別プログラムで「北斎ヨガ」
を行います。ヨガの先生が来て、教え
てくれます。　●参加費：無料　●場所：
ひらがなネット事
務所（JR 両国駅徒
歩12分、墨田区亀
沢2-19-7) 　●予約
は必要ありません。

　家族や自分のためのお弁当づくりを
教える、あきこ先生の教室がはじまり
ます。  今回は、ひき肉とタケノコのま
ぜご飯と、おかず３品をつくります。
日本語の勉強もしましょう。　●参加
費：2,500 円（材料費込み）　●場所：
ひらがなネット事務所　●定員：６名

発　行／ひらがなネット株式会社　
　　　　墨田区亀沢 2-19-7
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　北京から来た邱さんは、大学を出た
あと、村長補佐の仕事を３年間しまし
た。そして、日本に来て日本語学校へ
入り、さらに専門学校へ進学。日本語
を早く上手になりたいと、徹底的に復
習をし、新聞を毎日読み、週３回日本
語ボランティア教室で日本人と会話の
勉強をしました。こうした努力が実っ
て、来年の４月からは日本で就職が決
まりました。留学生にとっていちばん
難しいのは面接です。緊張すると早口
になる癖があるので、暗記するほど何
度も練習して、面接に行ったそうです。

　りんどうは、秋の代表
的な花のひとつです。青

紫色の花が、晴れた空によくあいます。
北海道をのぞき、日本中の山や草原で
見られます。花言葉は「正義」や「誠実」、
そして「あなたの悲しみに寄りそう」
といった意味もあります。悩んでいる
友だちへ贈るのもいいですね。

　梨の歴史は古く、弥生
時代（紀元前５世紀）から食べられて
いました。今のように水分をたっぷり
含んで甘い梨は、明治以降に改良をし
たからです。おいしい梨の見分け方は、
同じ大きさなら、重い梨を選びましょ
う。梨は枝側よりお尻のほうが甘く、
種より皮に近いほうが甘いそうです。
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　東京 23 区に渓谷は、等々力渓谷だ
けです。渓谷とは、山と山の間にある
川のあるところです。今回はそんな自
然に囲まれた、等々力渓谷を歩きます。
夏でもすずしい散歩道を抜けて、日本
庭園をめぐり、新しくなった二子玉川
駅まで行きます。
●歩くコース（約 4.2km）：等々力駅▶
等々力渓谷▶等々力不動尊▶日本庭園・
書院▶野毛大塚古墳▶帰心園▶二子玉
川ライズ▶二子玉川駅　 ●参加費：お
とな1,500円、学生1,300円、小・中学生
750 円、未 就 学 児 100 円　●集 合：
9:55　東急大井町線「等々力」駅　
●9/18まで受付

　職場、ご近 所の外国人ともっと話し
ませんか。英語抜きでできるコミュ二
ケーション方法を教えます。在住外国
人ゲストと日本語で話をしてみましょ
う。    ●参加費：無料　●場所：ひらが
なネット事務所　●定員：８名　●要
予約　●受講はひとり１回限りです。

■８月５日、横浜市国際交流協会の「や
さしい日本語」研修会で、ひらがなネッ
トの取り組みに
ついてお話しさ
せていただきま
した。

　　  ペキン　　　    き　  チュウ　　　　　　だいがく　   で

　　　　　そんちょう  ほさ　   しごと　　　   ねんかん

　　　　　　　　　　    にほん　　 き　　  にほんご  がっこう

 はい 　　　  　　　　せんもん がっこう    しんがく　　にほんご

　　はや　  じょうず　　　　　　　　　　　 てっていてき　 ふく

しゅう　　　　しんぶん　まいにち よ　　　 しゅう　かい にほん

   ご　　　　　　　　　　 きょうしつ      にほんじん　　 かいわ

べんきょう  　　　　　　　　　　　　　　　 どりょく　  みの

　　　  らいねん　　　がつ　　　　　  にほん　しゅうしょく　 き

　　　　　　　　　　りゅうがくせい　　　　　 

むずか      　　　　 めんせつ　　　　  きんちょう　　　　はやくち

　　　　　  くせ　　　　　　　　　　  あんき　　　　　　　なん

   ど　  れんしゅう　　　  めんせつ　    い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あき　  だいひょう

　　　　　　　　　   てき　    はな　　　　　　　　　　　　 あお

むらさきいろ  はな　　　  は　　　  そら

ほっかいどう　　　　　　　　にほんじゅう　やま　 そうげん

   み　　　　　　　　  はな ことば　　   せいぎ　　　 せいじつ

　　　　　　　　　　　　　　  かな　　　　　   よ

　　　　　 　　   い み　　　　　　　　　　   なや　　　　　　   

 とも　 　　　  おく

　　なし　　れきし　　 ふる　　  　やよい

  じだい　　 きげん ぜん　   せいき　　　　　   た

　　　　　　　　　いま   　　　　　   すいぶん

 ふく　　　 あま　  なし　　　  めいじ  いこう　 かいりょう

 　　　　　　　　　　　　　　　　   なし　    み   わ　　かた

 おな　  おお　　　　　　　　 おも　   なし　  えら

　　　   なし　  えだ がわ　　　　    しり      　　　　　  あま

 たね　　　 かわ 　ちか　　　　　　  あま　

　  とうきょう　　   く　　けいこく　　   　とどろき けいこく

　　　　　　　けいこく　　　　   やま　  やま　あいだ

 かわ  　　　　　　　　　　　　　　   こんかい　　　　　　　し

 ぜん　  かこ　　　　　　  とどろき  けいこく　  ある

 なつ　　　　　　　　　　 さんぽみち　　 ぬ　　　　　   にほん

 ていえん　　　　　　  　あたら　　　　　　　　ふたこ たまがわ

 えき　　　   い

　　ある　　　　　　　　やく　　　　　　　　とどろき えき

　とどろき けいこく　  とどろき   ふどうそん　   にほんていえん  

 しょいん　　のげ   おおつか こふん   　きしんえん　   ふたこ たま

 がわ　　　　　　  ふたこたまがわ えき　　　　さんかひ

　　　　　　　   えん   がくせい　　　　えん　しょう ちゅうがくせい

　　　　えん　　みしゅうがく じ　　　　   えん　　 しゅうごう

　　　　   とうきゅう おおいまち せん　   とどろき　　 えき

　　　　　　　　  うけつけ

 　

　   しょくば　　　 きんじょ　がいこくじん　　　　　　 はな

　　　　　　　　　えいご   ぬ

　　　　　　　　　ほうほう　  おし　　　　　　ざいじゅう がいこく

 じん　　　　　　      にほんご  　はなし

　　　　　　  さんかひ　    むりょう　　　  ばしょ

　　　　　　　　  じむしょ　　　 ていいん　　　 めい　　　よう

   よやく　　 　じゅこう　　　　　　   　かい かぎ

　　　   がつ いつか　よこはまし こくさい こうりゅう きょうかい

　　    　　  　　にほんご　　けんしゅうかい　　

　　　　    と　　 く

　　　　　　　 はな

　　がいこくじん　　　　　　　　　　　  ちゃ　　の

　　　 にほんご　  はなし　　　　　　　　　　　　　がつ

  ちゃかい　　   とくべつ　　　　　　　　　　　 ほくさい

　　おこな　　　　　　　　　　　せんせい　　　　　　  おし

　　　　　　　　　　　　   　さんかひ　 むりょう　　　 ばしょ

 　　　　　　　　　　　　  　じ

　むしょ　　　 りょうごく えき と

　 ほ　　   ふん　　すみだく かめ

  ざわ　　　　　　　　　  よやく

　　 ひつよう

　　   かぞく　 　じぶん　　　　　　　　  べんとう

   おし　　　　　　　　　　せんせい　きょうしつ　　　　　　　

  　　　　　こんかい　　　　　  　にく

　　   　  はん　　　　　　　　　　  しな

　  にほんご　 べんきょう　　　　　　　　　　　　　　　さんか

　ひ 　　　　　  　えん　 ざいりょうひ  こ　　　　　　 　 ばしょ

　　　　　　　　　　　　      じむしょ　　　   ていいん　　　めい

　　　　　　　　

りんどうの花

梨

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

邱 龍泉さん

へいじつ　　　　　　　  じ

中　国
友だちの国は…
とも　　　        くに

渓谷さんぽ  等々力～二子玉川を歩く
 けいこく　　　　　　　 とどろき　　  ふたこ たまがわ　　ある

きせつの おはなし

9/19
（月）
10:00
13:00▼ みんなで散歩

さんぽ

ひ ら が な ネ ッ ト 便 り

vol.107

9/29
（木）

）14:0016:00▼

ひらがなネットお茶会 vol.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ちゃかい

外国人も、日本人も
がいこくじん　　　 にほんじん

外国人向け
がいこくじん む

10/6
（木）
10:30
12:30▼

あきこの お弁当教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　べんとう きょうしつ

9/28
（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　

日本人向け
にほんじん む

ちゅう      ごく

チュウ　ロンチュェン

外国人向け
がいこくじん む

TOKYO DAYS
Melanie’ s

Public
Bathhouse4

Last month Hiragana Net held a walking 
tour and I was the interpreter. One of the 
places we went to was a local bathhouse 
called “Daikokuyu”.  Many bathhouses in 
Japan do not allow people with tattoos 
but everybody is welcome at Daikokuyu. 
The water here is from a natural hot spring 
and it makes your skin nice and smooth. 
Even though we went on a weekday 
afternoon, it was quite busy. It was the first 
time for some of the tour participants to 
go to a public bathhouse, but they had a 
good time. After the bath, everyone had a 
drink of either milk or ramune soda. My 
recommendation for an after bath drink is 
coffee milk!  I hope 
that everyone made 
some nice memories 
on our tour.

Fukuhara Melanie

In order to learn how to make bento 
(boxed lunches) for you and your family, 
why don't you come to Akiko-sensei's new 
class? This time we're make minced meat 
and bamboo shoot rice and three different 
side dishes. Of course, this is also a good 
chance to practice Japanese! 
●Participation fee: 2,500 yen
●Location: Hiragana Net Office

Publisher / Hiragana Net Co., Ltd. 
Address/ 2-19-7 Kamezawa, Sumida-ku,Tokyo
Phone Number / 03-6658-5414
Publication Date / September 1st, 2016　
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Qiu is from Peking. After he graduated 
from university, he worked as an aid for his 
town's mayor for three years. After that, he 
came to Japan to go to Japanese school 
and has now entered a technical college. 
He wants to improve his Japanese, so he 
studies thoroughly. He reads the 
newspaper everyday and goes to 
volunteer Japanese classes three times a 
week. His hard work has paid off ‒ he will 
start working at a Japanese company next 
April. As an international student, the most 
difficult thing about the job hunting 
process was the interview. He starts 
speaking quickly when he is nervous, so he 
practiced so much that he nearly 
memorized what he would say before 
going to the interview.

   The autumn bellflower is 
a  bluish purple flower matches the clear 
blue sky. You can find this flower on 
mountains and in meadows all over Japan, 
except for Hokkaido. This flower means 
“justice” or “sincerity” as well as “I will stay 
close to you when you are sad”. Autumn 
bellflowers are the perfect present for a 
friend going through a hard time.

Pears have a long history ‒ 
they have been eaten since the 
Yayoi period (500 BC). Juicy and sweet 
pears like the ones we eat today have 
been available in Japan since the Meiji 
reformation. A way to choose delicious 
pears is to compare the weight of similarly 
sized pears. The heavier one is said to taste 
better! The bottom of the pear is sweeter 
than the top, and the outside close to the 
peel is sweet.
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The only valley in all of Tokyo's 23 wards is 
the Todoroki Valley. A valley is a space 
between two mountains where a river is. 
For our walk this month, let's surround 
ourselves with nature and take a walk in 
Todoroki Valley. Let's take a route that is 
cool even in the summer, visit some of 
Japan's gardens and go to the new Futako 
Tamagawa Station.
●Walking Course：Todoroki Station▶
Todoroki Valley▶Todoroki Fudo Shrine ▶
Japanese garden▶Noge Otsuka Ancient 
Burial Mound▶Kishin Garden▶Futako 
Tamagawa Rise　●Participation fee：
Adults 1,500 yen, Students 1,300 yen, 
Children 750 yen ●Meeting time & place: 
9:55AM at Todoroki Station on the Tokyu 
Oimachi Line
●Reservation ： info@hiragana-net.com 
●Reserve your spot by September 18th

To all foreign residents: wouldn't you like 
to drink tea while speaking Japanese? 
There is a special event for this month's tea 
room - “Hokusai Yoga”.  A yoga teacher 
will come and teach 
a class!
●Location:Hiragana 
Net Office (2-19-7 
Kamezawa, Sumida-ku)  
●Participation Fee: 
Free

■On August 5th, we at Hiragana Net 
spoke about our efforts at a “Simple 
Japanese” workshop held by the 
Yokohama Association for 
International 
Communications and 
Exchanges.

Autumn 
Bellflowers

Pears

Qiu Long Quan

Walking from Todoroki 
to Futako Tamagawa

A walk in 
the valley!

Seasonal T o p i c s

From Hiragana Net

September 19, 2016 
10:00AM-1:00PM Our

friend's
country

Hiragana Net Newspaper

Akiko's Bento Making Class
Thursday October 6, 2016

10:30AM-12:30PM

Thursday September 29, 2016 
2:00PM-4:00PM

Hiragana Net Tea Room

China


