
  
　ローラさんはオーストラリアのブリ
スベン出身です。ビーチが近くにあり、
リラックスできる街だそうです。日本
語を勉強したのは、中学と高校生のと
き。大学を卒業後に日本に来ましたが、
今度は高校生に英語を教える先生にな
りました。また、ローラさんは３月に
結婚したばかりです。なんと、ご主人
との出会いは日本で、結婚式も日本で
しました。ご主人は料理が得意なので、
一緒に作ることも多いそうです。和食
の好きなローラさんは，料理を覚えて
ご主人に作ってあげたいそうです。

　
　
 　熟していない梅の実を青

梅といいます。塩で漬けてから干すと、
梅干しになります。氷砂糖と青梅を入
れておけば梅ジュースに、焼酎と氷砂
糖で漬ければ梅酒になります。簡単で
すから、ぜひ作ってみてください。東
京の西側に「青梅市」がありますが、こ
れは「あおうめ」とはいいません。

　日本の夏はとても暑いです。ネ
クタイや上着はなしにしましょ
う。それがクールビズです。６月１日
～９月30日に実施されます。28度の部
屋でも対応できる服装をめざしていま
す。冷房を使いすぎず、節電になります。
2012年からは、５月１日からはじまる
「スーパークールビズ」もあります。
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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
すみだく かめざわ

地図
  ち　ず

 こうざ　りょうり　きょうしつ

　
　築地から豊洲へ市場が引っ越しまし
た。まだ行っていない方は、この機会
にいかがですか。豊洲大橋では東京湾
を一望できます（約5.0km）。
●おとな1,620円、学生1,400円、小・中
学生810 円 （昼食代は別途かかります） 
●集合：10:25   ゆりかもめ「市場
前」駅 改札　●定員：20名  

　茹でた鶏肉と、鶏の茹で汁で炊いた
ご飯を一緒に食べる「カオマンガイ」
とたれ、スープ、デザートをつくります。
●おとな3,240円、学生2,700円 　
●定員：８名　

　ベトナム人のディンさんがつくった
「ふるさとの味」を食べながら、ベトナ
ムの話を聞く、楽しいイベントです。
●食事：鶏肉のフォー、チャーヨー、
チェー　●おとな 3,240円、学生2,700
円　●定員：10名  ●日本語で話
します ●料理教室ではありません

世界を食べる、知る！
ベトナム編
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　日本で働くときのマナー、敬語など
を勉強します。７月は午前のクラス。
●7/9、7/12、7/16、7/23  ●無料
●定員：10 名  ●JLPT  N３以上

　６月のテーマは「子どもの食事」です。 
●無料　●定員：10名　
●子どもと一緒に参加できます

　雨の多い６月はカビが多くなります。
カビについて勉強しましょう。
●無料　●定員：10名
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外国人のための「仕事教室」７月コース
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仕事教室

7/9から  
（火）（金）
10:30
12:30▼ 外国人向け

がいこくじん む
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vol.85

これ！知りたい「日本の生活」vol.3
カビ対策と洗剤の選び方
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       しごと　     きょうしつ
外国人のための
仕事教室 7月コース
仕事をしたい外国人のための
教室です。仕事で使うことばや
マナーを学びます。
●JLPT N3 以上の方が対象
●4日間、出られる方のみ
　参加できます
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7/9（火）、12（金）、16（火）、23（火）かようび　　　　　      きんようび　　　　　　かようび　　　　　　　かようび

 講座・イベント 2019-2020
ことし行う講座・イベントの予定です。しんぶん・HPで確認のうえ、お申し込みください。

www.hiragana-net.com
申込み

くわしい情報は、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。

　　　　　　       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）

 でんわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  もう　  こ

 　きょうしつ　　　　　　　　　　　　　   じむしょ     おこな　　            すみだく かめざわ　　　　　　　     りょうごく えき　              ふん

地図
  ち　ず

H P
ホームページ

　　　　  おこな     こうざ　　　　　　　　　　   よてい　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かくにん　　　　　　　　もう　　 こ

あきこの和食教室
かんたんでおいしい、
日本の家庭料理をおしえます。
●参加費：3,240 円
●どなたでも参加できます。
●メニューはHPで確認ください。
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みんなで散歩
東京の町をガイドが案内。
みんなで楽しく歩きます。
●参加費：1,620 円
●どなたでも参加できます。
●コース・時間はHPで
　確認ください。
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（土）豊洲へ行こう

（土）夜の散歩・佃島

（日）雑司が谷を歩こう

（日）東京の紅葉散歩

（土）イルミネーション散歩

（日）御茶ノ水から御徒町

（土）隅田川と浅草

（日）三河島の重要文化財
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エドと一緒に
タイ料理をつくろう
タイ人のエドと一緒に料理を
楽しみましょう！
●参加費：3,240 円
●メニューはHPで確認ください。
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