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　東京工業大学で学ぶ留学生のふたり。

桜の季節が大好きで、お花見を楽しん

でいます。カリマンさんの国エジプト

には四季があり、４月は学生や警察官

が夏服に変わります。ララさんの国イ

ンドネシアの季節は雨期と乾期です。

　イスラム教徒のふたりは肌を出す服

を着られませんが、日本の着物は腕も

脚も隠れるので大丈夫。ララさんは卒

業式で着る大好きな紫色の袴を楽しみ

にしています。カリマンさんは先日お

友だちと着物で写真を撮りました。

　日本人の名前には珍しい名前がたく

さんあります。普通に読むと四月一日

です。ところが苗字だと「わたぬき」

と読みます。昔は冬になると綿の入っ

た着物を着ました。4 月は春なので、

冬物から春物の着物に変わります。暖

かいから綿はいらない。綿を抜こう。

ということから「わたぬき」

さんとなりました。

　「春眠暁を覚えず」という漢詩を知っ

ていますか。「春はよく眠れるので、

朝が来たことも知らず、寝過ごしてし

まう」という意味です。暑くもなく、

寒くもない春は、気持ちよく眠れます。

あなたは寝坊しませんか。日本人の平

均睡眠時間は、男性が7時間34 分。女

性は7時間３分。女性のほうが30分短

いです。
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　常磐線で江戸川を渡ると、千葉県に

入ります。最初の駅が、松戸駅。江戸

時代は、日本橋から５つ目の宿場町で

した。今も古い家が残っていたり、神

社やお寺も多く、見所がたくさんあり

ます。春の一日、みんなでのんびり散

歩しませんか。

●歩くコース：旧原田米店▶江戸川の

土手▶松戸神社▶松戸市戸定歴史館▶

レストラン「スパンカ」で昼食▶聖徳

博物館　●参加費：大人 1,230 円、学

生 1,080 円、子ども 610 円　※戸定歴

史館、昼食代は別。　●集合：10:25　

JR「松戸」駅   中央改札口   みどりの窓

口前（表示はありませんが西口、東口

の方向に出る、いちばん大きな改札口）

■３月で創業支援施設「ソーシャルイ

ンキュベーションオフィス SUMIDA」

を卒業し、新しい事務所に引っ越しま

した。スタッフに井口明子も加わり、

さらにいろいろな企画を行っていきま

す！　■井口です。散歩や料理に参加

しています。外国の方の生活習慣を知

ることができ、自分の世界もどんどん

広がっています。これから、どうぞよ

ろしくお願いいたします！
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みんなで
散歩
  さんぽ

毎週 木
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12:15▼

４月│10 年前何していた？
　　  10 年後何していたい？

   　  がつ   　 　　   ねん まえ なに

　　　　　　　　　  ねん   ご  なに

外国人のための
生活教室

がいこくじん

せいかつ きょうしつ

四月一日さん

まいしゅう もくようび

●日本語中級以上（にほんご ちゅうきゅう いじょう）

ひらがなレシピ
料理教室
りょうり きょうしつ

●どなたでも参加（さんか）できます 春眠
しゅんみん

わたぬき　　　　　

　お国にいたとき、日本に来てから、

そして10年後は？　あなたの新聞を作

りましょう。

　　　私のこれまでと、これから (★)

　　　自分の新聞を作ろう

　　　新聞を発表しよう

★は無料体験できます（１人１回）

●受講料：３回コース 6,170 円、４回コー

ス（料理あり）7,200 円　●場所：ひら

がなネット事務所（墨田区亀沢2-19-7）

　話題の「にぎらないおにぎり」、おに

ぎらずのお弁当を作りましょう。野菜

の肉巻き、卵焼き、タコさんウィンナー

も。　●受講料：2,100円（材料費込み）

●場所：墨田

区家庭セン

ター料理室

（亀沢3-24-2）
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（木）
10:00
12:30▼

“おにぎらず” のお弁当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   べんとう

4/18
（土）
10:30
14:00▼

宿場町 松戸を歩く
　　　　　　  しゅくばまち　　まつど　　　ある

ひ ら が な ネ ッ ト 便 り

4/2

4/9

4/23

教室・散歩のお申し込みは、こちらから
きょうしつ　さんぽ  　　   もう　  こ

ナビラ・サブリナ（ララ）さん
カリマン・ヤシンさん

友だちの国は…
インドネシア＆エジプト

とも　　　　　 くに

きせつの おはなし


