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　2015年、 四川省の徳陽市から日本に

来ました。 今は大学院で都市居住環境

論を勉強しています。 多文化共生とま

ちづくりに関心を持っています。 そんな

張さんの趣味は、 お菓子づくりと手芸

と絵を描くことです。 絵は４歳のころか

ら習っていて、 今も描き続けています。

お菓子は洋菓子もつくりますが、 主に

中国の伝統的なお菓子をつくっていま

す。 たくさんの人に中国のお菓子とお

茶のおいしさを伝えたいと、 友達とお

店を開きました。 早稲田にある 「甘露」

という名前の素敵なお店です。 いつも

お客さまで賑わっています。

　　はまぐりは、 あさりやしじみ

より大きい貝です。 長さが10センチくら

いのものもあります。 値段も高いです。

ひな祭りのときには、 お吸い物で食べ

ます。 なべ料理にいれたり、 そのまま

焼いてもおいしいです。 今が旬です。

大きいので、 食べたときに

満足感があります。

　うぐいすは鳥の名前です。 うぐいすが

鳴くと、 日本人は春が来たと思います。

春告鳥とも呼ばれています。 鳴き声は

「ホーホケキョ」 と聞こえます。 外国人

のみなさんは、 どう聞こえますか。 鳴く

のは雄鳥だけです。 子どもを残すため、

雌鳥に向かって大きい声で鳴きます。
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　2022 年に 100 周年になる旧三河島

汚水処分場を見学します。 桜の名所で、

お花見も楽しめます。 素盞雄神社では

数千の雛人形を見ましょう。 約3.6km  

●おとな1,650円、学生1,430円、 小・

中学生 820 円  （昼食代別途）  ●集合：

10:25  京成本線 「町屋」 駅

改札口　●定員：20名 

 

　

　２つのお弁当をつくります。 子どもも

大人も好きな鶏つくねや、 卵焼きのお

かずが入ります。 お弁当は持ち帰れま

す。 ●おとな3,300円、 学生2,750円

●定員：10 名　●英語の対応を

します （英語レシピ、 通訳あり）　　

　　生のバジルをたっぷり使った 「グリー

ンカレー」、 人参とナッツのサラダ 「ソ

ムタムタイ」 とデザートをつくります。 

●おとな3,300円、 学生2,750円

●定員：10 名

●どなたでも参加できます
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エドと一緒に

タイ料理をつくろう

vol.26

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

外国人も、日本人も
がいこくじん　　にほんじん
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あきこの和食教室

お弁当をつくろう
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　　　　  べんとう
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ちょう　ぎょくじゃく

　日本で働くときに役立つマナー、 敬語

などを勉強します。 平日午前のクラス

です（4/7、10、14、17）。 ●無料

●定員：10 名  ●JLPT  N３以上

　３月は 「入園 ・ 入学 ・ 新学期の準備」 

がテーマ。 一緒に話しましょう。

●無料　●定員 ：10名　

　地震が来たら、 どうしますか。 何を準

備しますか。 勉強しましょう。

●無料　●定員：10 名

　

 　   にほん  　 はたら　　　　　      やく だ　　　　　　　       　　  けいご 

     　　　　　  べんきょう　　　　　　         へいじつ ごぜん

    　　  　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　     むりょう

      ていいん　　      めい　　　　　　　　             いじょう　   

　　　　   がつ　　    にゅうえん　にゅうがく　しん がっき　　　じゅんび

   　　　　　　　　　　　  いっしょ    はな　    　　　　     

　　　 むりょう　　   ていいん　   　   めい　

　   　じしん　　   き  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 なに　　じゅん

　  び     　　　　　　　　 　べんきょう

　　　 むりょう　　   ていいん　   　  めい

　　　　　　　　 

　　　

3/25
（水）
14:00
15:30 外国人向け

がいこくじん む

ザヤの「子育てママ集まれ！」 vol.30

　　　　　　　        こ  そだ　　 　　　      あつ

これ！知りたい「日本の生活」 vol.11

防災について学ぼう

　　　　　  　　　　　　                  にほん   　　　せいかつ

 ぼうさい　　　　　　　　　　　　　 まな

し

外国人のための「仕事教室」 ４月コース
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 講座・イベント 2020-2021
４月からの講座・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）
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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：3,300 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：1,650 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）奥浅草を歩く

（土）横浜・みなとみらい

（日）千駄ヶ谷～原宿

（土）お台場、夕涼み散歩

（日）門前仲町・深川

（土）新宿～新大久保

（日）荻窪、紅葉散歩

（土）イルミネーション散歩

（土）七福神めぐり

（日）吉祥寺を歩く

（日）王子～巣鴨
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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：3,300 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。

　　　　じん　　　　　　　　いっしょ　　 りょうり 

たの

　　     さんかひ　　　　　　　　 　えん

　　　　　　　　　　　  　さんか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　かくにん

  4
  6
8
10

  /
/
/
/

  11
12
22
30

11/21
2/19

（土）11:00-13:00

（金）19:00-21:00

（土）11:00-13:00

（金）19:00-21:00

（土）11:00-13:00

（金）19:00-21:00

　　　　　　　　　　　いっしょ

　　　　　　  　りょうり

どようび

きんようび

どようび

きんようび

どようび

きんようび

  　もうしこ

こうざ

２０２０

２０２０

2021

2020

2021

2021


