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　1 年を通して暖かいフィリピンは、

２月も気温は 26～ 27 度あります。夏

の服装でいいそうです。サロメさんは

首都マニラに近い町で育ちました。お

祖母さんがレストランをしていたの

で、小さいころからお手伝いをしてい

ました。今は日本で「シャローム・クィ

ジン」というレストランをしています。

フィリピンの珍しいお料理が食べられ

ます。墨田区堤通2-1-33

　札幌の雪まつりが 2 月 5 日～ 11 日

まで行われます。大雪像を見に、昨年

は全国から 240 万人の観光客が訪れま

した。雪まつりは、ほかにもあります。

新潟県十日町の雪まつりは２月20日～

22日の３日間です。雪の多いところだ

からこそ、雪を友として楽しもうとい

うイベントです。

　2007年に始まった東京マラソンは、

ランナー憧れの大会です。東京の道を

規制し、３万6,000人が走ります。誰も

が走れるわけではなく、抽選で当たっ

た人だけです。なんと倍率は 10.7 倍。

１万人以上のボランティアが手伝い、

160 万人を超える人たちが応援に訪れ

ます。２月21日、あなたも応援に行き

ませんか？
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浅草を歩こう

　浅草は大人気の観光地です。定番の

浅草寺はもちろん、ちょっと通の浅草

を歩きます。また、外国人に話題のゲ

ストハウスにも立ち寄ります。お昼は

浅草のお店でいただきます。

●参加費：大人1,230円、学生1,080円、

子ども610円　※昼食代別途　

●集合：10:25　浅草水上バス乗り場

　駅のすぐ上にある消防博物館から、

韓国文化院へ。昼間の新宿ゴールデン

街を通り抜けて、新大久保の韓国レス

トランでお昼をいただきます。

●参加費：大人1,230円、学生1,080円、

子ども610円　※昼食代別途　

●集合：10:25　東京メトロ　丸ノ内

線「四谷三丁目」駅　２番出口に出る

改札口（２番線ホーム側にあります）

　

■1/22～27、すみだクリエイターズク

ラブ展「ぼくらが『すみだ』を好きな

理由。」に、しんぶん号外を出展しまし

た。ご来場、しんぶんに登場してくだ

さった皆さま、あり

がとうございました。

■1/21昭和女子大学・

日本語日本文学科の

特別講義でお話させ

ていただきました。
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２月│上手に読もう、上手に話そう
   　  がつ     じょうず　　 よ　　　　　 じょうず　  はな

３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

きせつの おはなし

雪まつり

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）

ゆき

東京マラソン
とうきょう

　日本語を読んだり、書いたり、話し

たり。日本語の歌も歌いましょう。

　　　チャレンジ！  読もう (★)

　　　チャレンジ！  話そう、歌おう

　　　チャレンジ！  漢字

★は無料体験できます（１人１回）

　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（3/5、3/12、3/26）。

●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：墨田

区家庭センター（亀沢3-24-2）

　鯖（またはほかの魚）のみそ煮、鶏だんご

と野菜のスープを一緒に作りましょう。

●受講料：2,100円（材料費込み）　

●場所：生活教室と同じ
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ひらがなレシピ料理教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 りょうり きょうしつ
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四谷三丁目から新大久保を歩く
 　 よつや  さんちょうめ　　　　  　しんおおくぼ　　　 ある

ひ ら が な ネ ッ ト 便 り
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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

橋本サロメさん
はしもと
●フィリピン


