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　トルコ最大の都市、イスタンブール
出身のファツマさん。お国ではジャー
ナリストとして活躍していました。日
本人のご主人とトルコで出会い、２年
前に日本に来ました。今は日本語を勉
強しながら、パートタイムで働いてい
ます。トルコ料理は世界三大料理のひ
とつといわれています。日本でも知ら
れているケバブは、レストランで食べ
る料理だそうです。野菜や果物も安く
て豊富にあるので、家庭料理は充実し
ています。ファツマさんはインターネッ
トで調べて、日本料理もよく作ります。

　寒くなると、焼きいもがお
いしいです。いもの種類は、さつまい
もです。この頃はスーパーで、一年中
買えます。しかし、冬になると「いしや
～～きいも、いも♪（石焼きいも、いも）」
といいながら、売り歩く車もあります。
さつまいもの中でも、しっとりして、
濃厚な甘さの安納いもが人気です。

　畳で座るとき、正座をし
ます。長い時間座っていると、
足が痛くなってきます。立とうと思っ
ても、すぐに動けません。自分の足な
のに、自分の足じゃないような感じで
す。それを「足がしびれる」といいます。
しびれないようにするには、足の指先
を動かせるようにしておくことです。
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講座・イベントは、申し込みが必要です。
こうざ　　　　　　　　　　  もう　  こ　　 　ひつよう

イベント

情報は、
こちら

講座・料理教室は、
ひらがなネットで
おこないます。

墨田区亀沢 2-19-7
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すみだく かめざわ

　東京で紅葉の名所のひとつ、神宮外
苑のいちょう並木を今年も歩きます。
新コースです。昼食はタイ料理とペ
ルー料理のどちらも食べられる店に行
きます。最後は写真展を見ます（3.4km）。
●おとな1,500円、学生1,300円、小・中
学生750円 （昼食代別途） ●集合：10:25  
JR総武線「信濃町」駅　●定員：20名  

　２種類の麺を辛いスープで食べる「カ
オソーイ」、タマリンドを使った卵料理
「カイルークコーイ」、レモングラスと
ミントのお茶、くわいのデザート (11/28
のみ）を作ります。新メニューです。
●［11/20（３品）］ おとな 2,500円、学生
2,100円、［11/28（４品）］ おとな3,000円、
学生2,500円 　●定員：各回８名　
●どなたでも参加できます　
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　仕事のことばやマナー、敬語などを
勉強する、在住外国人のための講座で
す。12月は午後のクラスです。
●12/4、12/5、12/11、12/12   ●無料
●場所：ひらがなネット  ●定員：８名  
●JLPT  N３以上の方が対象

　日本語のきれいな読み方を、いろい
ろな記事を使って勉強します。声を出
して読む練習もします。　●無料　
●場所：ひらがなネット　●定員：10名

　11 月のテーマは「子どもの食事につ
いて話そう」です。 ●無料　●場所：ひ
らがなネット ●定員：10名　●子ども
と一緒に参加できます（要名前・年齢）
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　香港出身の張さんは、クラシックは
高校生のときに上海で一度行っただけ
でした。昨年初めて新日本フィルの演
奏会を聴いて大好きになりました。今
回は、日本語ボランティア教室で友だ
ちになった倪さんを誘って、二人で聴
きに来ました。
　倪さんは中国の江蘇省から、２年前
に日本へ来ました。クラシックの演奏
会は今回が初めて。難しいのでは？と

思っていましたが、心にドーンと響き
ました。生で聴く演奏は素晴らしく、
全身で音楽を受け取りました。
　張さんは「日本は文化への投資が高
く、たくさんの音楽を楽しめる環境が
あります。中国はまだ演奏会が少ない
です。外国人への無料招待も、うれし
いです。多くの人がこの機会にクラシッ
クの魅力を経験してほしいです」と話
してくれました。
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11/16（金）19:00

11/17（土）14:00
●11/13　締め切り

#597 トパーズ

指揮：ローレンス・フォスター

ピアノ：ヨーゼフ・モーグ *

［演奏曲］
ブラームス :
ピアノ協奏曲第 2番 変ロ長調 op. 83*
交響曲第 2番 ニ長調 op. 73

申し込み〉〉〉

＜トリフォニー・シリーズ＞
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えんそうきょく
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　　　　　　　きんようび
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　もう　　こ

11/23（金）14:00

11/24（土）14:00
●11/20　締め切り

#18 ルビー

指揮：パスカル・ロフェ

［演奏曲］
バッハ：管弦楽組曲第 1番 ハ長調
武満 徹：夢の時
ストラヴィンスキー：
バレエ音楽『火の鳥』 (1910 年原典版 )
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＜アフタヌーン  コンサート・シリーズ＞
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新日本フィルが

外国人 のみなさんを
コンサートに 招待します。

わたしたちも
コンサートに
いきました。

会場：すみだトリフォニーホール
JR「錦糸町（きんしちょう）」から５分

　　　　　　　きんようび

　　　　　　　きんようび

かいじょう

無料
FREE 2017.7～2018.3

ひとり１かいのみ

●電話申し込み　03-6658-5414
でんわ もう　　こ

新日本フィルハーモニー交響楽団
しんにほん　　　　　　　　　　　　　　　 こうきょうがくだん

各回 10人かくかい　　　　　、にん

　※錦糸小学校近く（詳細お問い合わせください）

日本語学習支援・教科学習支援

03-5449-1331　　
info@support21.or.jp　

社会福祉法人 さぽうと21（矢崎、神村）
東京都品川区上大崎2-12-2ミズホビル6階　
http://support21.or.jp/

●毎週日曜日 13:00～17:00
●JR/半蔵門線
　錦糸町駅より徒歩５分

（うち２時間程度）

募集詳細

お問い合わせ先 電話対応時間▶月〜土 10:00-18:00

 

ボランティア
難民等定住外国人への

ボランティアボランティア
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だ よ り
2018.11 がつ

　ひらがなネット代表の戸嶋が、会社
立ち上げから今までについて話をしま
す。場所は、起業を考えている人のた
めの施設「STARTUP HUB TOKYO 」です。
自分のビジネスをしてみたい方など、
ぜひ話を聞きにきてください。
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11/7 水 19:00-21:00

社会起業家シリーズ #20

外国人と日本人をつなぐ仕事 

としまひろこ

がいこくじん　　　  にほんじん　　　　　　　　　     　しごと

む　 りょう

がい　　 こく　　   じん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう　　  たい

しん　　にほん

募
集


