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　大学で知り合った奥さまと結婚する
ため、日本に来ました。お国のボリビ
アでは、測量士として働いていました。
日本では資格の内容が違うため、同じ
仕事につけません。作ることが好きな
ので、現在はプラスチック加工の会社
で働いています。週末は自分でボリビ
アのダンサーグループを結成し、その
グループで踊るのが楽しみです。日本
から南米のボリビアへ行くには、一番
はやくても 34時間かかります。なかな
か帰れませんが、家族とダンス、好き
な仕事があるので、頑張れるそうです。

　
　
　３色の団子を花見団子といい
ます。地域によって３色団子と

いったり、４色のものがあったりしま
す。この３色は季節を表しています。
ピンクは桜で春を、白は雪で冬を、緑
は深緑で夏をそれぞれ意味しています。
秋がないのは、飽きないで食べるため、
という落語のようなオチがあります。

　夏に咲く花や野菜など
は、４月から５月に種ま
きします。それを春まき
といいます。花ではヒマワリや朝顔が
あります。夏の暑さに強いですが、寒
さには弱いです。９月から10月に種を
まくのを秋まきといいます。スイート
ピーなど春に咲く花は秋にまきます。
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　三軒茶屋のビルからの景色を楽し
み、太子堂八幡と松陰神社、ふたつの
神社へ。そして招き猫発祥の地ともい
われる豪徳寺へと歩きます（約4.2km）。
●おとな1,620円、学生1,400円、小・中
学生810円 （学生食堂での昼食代別途） 
●集合：10:55  東急田園都市線「三軒茶
屋」駅 西改札　●定員：20名 

 

　
　お祝いやピクニックにおすすめの料
理をつくります。いなり寿司は、包む
タイプとオープンタイプの２種類です。
●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

　鶏肉と野菜をカレーソースで炒めて、
卵を加えた「ガイパッポンカリー」を
つくります。生春巻と焼きバナナのデ
ザートのつくり方も覚えましょう。
●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
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講座・イベントの申し込み方法は、

しんぶん裏面をご覧ください。
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vol.9　日本で働くときに役立つマナー、敬
語などを勉強します。４月は日曜日に
行います（４時間×２回）。   ●無料
●定員：10名  ●JLPT  N３以上の方が対象

　４月は「育児と家事、家族と分担して
いますか」がテーマ。 　●無料　●定員：
10名　●子どもと一緒に参加できます

　日本の様々なことを知る、新しい講
座が始まります。４月は野菜について
知りましょう。スケジュールは裏面を
ご覧ください。  ●無料　●定員：10名
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申込み

講座・イベントの詳しい情報は、１〜２か月前に「ひらがなネットしんぶん」

「ひらがなネットホームページ」でお知らせします。

    こうざ　　　　　　　　　　　 くわし　　    じょうほう　　　　　　　　         げつ まえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 し

→
電話 03-6658-5414、メール info@hiragana-net.com でも申し込みができます。

●教室は、ひらがなネットの事務所で行います。墨田区亀沢 2-19-7（JR 両国駅から 12 分）
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野菜の旬と選び方、食べ方

どうする、旅館でのマナー

カビ対策と洗剤の選び方

和食で使う調味料

洗濯マークとコインランドリーの使い方

米の種類、選び方、炊き方

  11/27
12/18
1/29
2/26
3/25

歯の磨き方と歯の言葉

銭湯の入り方とマナー

神社とお寺のお参りの仕方

相撲について知ろう

〈特別企画〉防災館で体験する
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外国人のための新しい講座が始まります。

タイ人のエドが「日本の生活で知りたいこと」を、日本人に聞く講座です。
知りたいけど、誰に聞いていいかわからないことはありますか？
生活の中でわからないことを一緒に解決していきましょう。
 
●月１回　水曜日　14:00～15:30  　※3/25 は時間がかわります。
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散歩、料理教室の３回チケット

４月から、割引チケットを販売します

「料理教室」と「みんなで散歩」の３回セット・割引チケットを
４月から販売します（有効期間：２年間）。
３回チケットを希望の方は、申し込みのときにお知らせください。
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参加したい方は、下の「申込み」から、申し込んでください（各回、定員 10名）。

エドです。
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おしらせ

●みんなで散歩 ３回券

●料理教室 ３回券

4,500 円（通常 4,860 円）

9,000 円（通常 9,720 円）

※10月に予定されている消費税 10%への変更後も、チケットはそのまま使えます。
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　　※内容は、変更になる場合があります。
ないよう　　　へんこう　　　　ばあい


