
わたしたちの
えんそうを、ぜひ
きいてください

　ベトナムで同じ会社の先輩後輩だっ
た２組のカップルが、日本で働くよう
になりました。休日は一緒に過ごすこ
とが多いそうです。リェムさんは「は
じめてこんな立派なコンサートホール
に来て、素晴らしい曲を鑑賞するのは
貴重な経験でした。ベトナムではコン
サートの機会があまりないです」。
　学校の音楽の授業では、楽器がない
ので歌うことが中心。あとは歴史や知

識の勉強だそうです。音楽の専門学校
もありますが、お金がかかるので難し
いそうです。サンさんは「はじめて生
活の音や人間の感情を音楽から聴かせ
ていただきました。日本に来てこうし
た体験がやっとできました。家内も友
だちも、クラシックがとても好きにな
りました」。直接音にふれられて感動し
たので、機会があればまたコンサート
へ行きたいそうです。
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●2/12　締め切り

#20 ルビー

指揮：ソフィ・イェアンニン

ソプラノ：安井陽子

テノール：櫻田 亮　バス：妻屋秀和

合唱：栗友会合唱団　

合唱指揮：栗山文昭

［演奏曲］ハイドン／オラトリオ「四季」
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#599 トパーズ

指揮：上岡敏之（NJP音楽監督）

ピアノ：クレール＝マリ・ル・ゲ *

［演奏曲］
モーツァルト／交響曲第 31番ニ長調「パリ」
ラヴェル／ピアノ協奏曲 ト長調 *
マニャール／交響曲第 4番 嬰ハ短調

申し込み〉〉〉

＜トリフォニー・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

かいじょう

無料
FREE 2018.7～2019.3

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
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ボランティア募集

　※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

難民等定住外国人への
国をこえ、世代をこえ、

「多様な私たち」が共に学ぶ場は、
きらきらした出会いと発見の場です。
ご自分のペースで活動に
ご参加いただけます。
まずは見学にいらしてみませんか。

教室風景

お気軽に
お問い合わせ
ください！

『ひらがなネットしんぶん』人気の記事
「友だちの国は…」で、日本に住む外国
人を紹介しています。ここに出たい人を
募集します。ご連絡お待ちしています。

友だちの国は…
に、でませんか？

info@hiragana-net.com
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　台湾出身の黄さんは、ご両親が公務
員です。大人になったら公務員になる
ように勧められていましたが、海外を
見たいと思っていました。ワーキング
ホリデーでニュージーランドへ行き、
ご主人と出会いました。2014年に日本
に来ました。日本人のご主人のために
和食を作りたいと、料理教室に参加し
ています。「主人が『おいしい』という
のはお世辞です。本当においしいと思っ
たときは『また食べたい！』といいます。
先日習った芋煮は、また食べたいとい
われています。とてもうれしいです」。

　
　布団の中に湯たんぽを
入れておくと、とっても

幸せな気持ちになります。寒い夜も大
丈夫。足が温まるので、すぐに眠れます。
あなたは湯たんぽを使ったことがあり
ますか。最近はいろいろなタイプがあ
るようです。お湯を入れずに、電子レ
ンジで温めるものもあります。

　咳が出るときは、マスク
をしましょう。まわりの人に、
風邪をうつさないために必要です。寒
いときにマスクをしていると、顔が寒
くありません。今まで日本は白いマス
クだけでした。このごろ黒いマスクや、
花柄などをしている人もいます。マス
クもファッションのひとつですね。
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　仕事のことばやマナー、敬語などを
勉強します。２月は午後のクラスです。
●2/5、2/8、2/12、2/15   ●無料
●定員：８名  ●JLPT  N３以上の方が対象

　税金、健康保険、年金…。手続きは
難しいですね。一緒に勉強しましょう。
●無料　●定員：10名

　２月のテーマは「入園、入学、新学期
の準備」です。 　●無料　●定員：10名
●子どもと一緒に参加できます
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外国人のための「生活教室」vol.27
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　まずは池上本門寺を訪ね、次に池上
梅園で梅を楽しみます。昼食はインド
料理店です。今回は、坂道や階段の上
り下りが多いコースです（約3.7km）。
●おとな1,620円、学生1,400円、小・中
学生 810 円 （昼食代、梅園、熊谷恒子
記念館は別途） ●集合：10:25  東急池上
線「池上」駅 北口　●定員：20名  

　まだまだ寒さが続きます。冬の野菜
で、温まる料理を作りましょう。
●作る料理 : ぶり大根、鶏とれんこん
の団子汁、小松菜と切干大根の和え物
●おとな3,240円、学生2,700円 　●定員：
８名　●どなたでも参加できます

　２種類のタイソーセージを手作りし、
持ち帰っていただきます。食事はエド
のソーセージとスープをご用意します。
●おとな3,780円、学生 3,240 円　●定
員：10名　●どなたでも参加できます
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