
　「生活教室」は、在住外国人のための
無料講座です。今月のテーマは「日本
を知ろう」です。日本の気候や地理、
各地域の特徴などを学びましょう。
●参加費：無料　●場所：ひらがなネッ
ト事務所（JR両国駅徒歩12分、墨田区
亀沢2-19-7) 　●予約はいりません。

　ひらがなネットの事務所で、一緒に
お弁当をつくりませんか。今回は、豚
ひき肉と卵を使った三色弁当です。お
湯を注ぐとみそ汁ができる「みそ玉」
とチョコレート味のおやつもつくりま
す。料理をしながら、日本語も勉強し
ましょう。　●参加費：2,500 円（材
料費込み）　●場所：ひらがなネット事
務所　●定員：６名　
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　2017 年最初の散歩は、築地からス
タートです。移転が伸びている話題の
築地市場で昼食を取り、銀座へ向かい
ます。歌舞伎座やニコンサロンなどを
めぐります。
●歩くコース（約 2.9km）：築地駅▶築
地本願寺▶築地場外・場内▶歌舞伎座
▶ニコンサロン▶有楽町駅　●参加費：
おとな1,500円、学生1,300円、小・中学
生 750 円（昼食代は別途）　●集合：
10:55　地下鉄日比谷線「築地」駅　

　新年あけま
しておめでと
う ご ざ い ま
す。私たちは
今春から有料職業紹介事業を開始し、
在住外国人と仕事をつないでいきます。
外国人の皆さんには、無料の「仕事教室」
を２月７日から行います。今年もどう
ぞよろしくお願いいたします。
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　　ある　　　　　　   　やく　　　　　　　  つきじ えき　  つき
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　　　 わたし
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ざいじゅう がいこくじん　 しごと
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講座、イベントはお申し込みが必要です
　  ▶03-6658-5414（平日10～17時）
　  ▶info@hiragana-net.com へ
tel

 こうざ                     　　　　　  もう　   こ　　  　ひつよう

へいじつ　　　　　　　  じ

ひ ら が な ネ ッ ト 便 り
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12:30▼ あきこの お弁当教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　べんとう きょうしつ
外国人向け
がいこくじん む

　 だいこん

　　 とり どし

　謝さんはワーキングホリデーで日本
に来ました。以前、３か月間ほど日本
に留学したことがあります。そのとき
に日本語学校で、香港から来た今の彼
と出会いました。１年近く日本と台湾
で交際を続け、現在はその彼と一緒に
暮らしています。台湾のお正月は日本
と違い、火鍋と餃子を食べるそうです。
日本のおせち料理も食べましたが、全
部冷たいので驚いたそうです。今は主
婦と変わらないので、毎日お料理をつ
くります。時どき彼のお弁当もつくっ
ています。

　今年は酉年です。酉年
の人は頭の回転が速いそ

うです。そして、行動力もあるといわ
れています。あなたのまわりの酉年の
人はどうですか。当たっていますか？
新しい年の始まり、目標を立てた人も
多いと思います。酉年らしく、行動力
で目標を達成してください。

　　　　　　　　　　
　大根は一年を通して買うことができ
ます。しかし、旬は冬です。寒い時期
のほうが甘みがあり、みずみずしいで
す。春や夏の大根は、辛みが強いです。
最近は大根を半分や、３分の１で売っ
ています。葉に近いほうが甘く、下に
行くほど辛みが強くなるそうです。
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　　　　　　　　　　　　  ひと　あたま　かいてん　はや

　　　　　　　　　　　　　  こうどうりょく
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酉年

大根
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外国人のための生活教室 vol.4
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新春さんぽ  築地から銀座を歩く
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December 1st was my wedding 
anniversary.  My husband and I went to 
Kanazawa in Ishikawa Prefecture. It's home 
to one of the three major teien (Japanese 
Gardens), Kenrokuen. The garden was 
having a “light-up” event for the Christmas 
season, so it was free to enter after 5:30PM. 
It usually closes at 5PM, so it was very 
special to see a different side of the 
famous garden. 
As Kanazawa is a tourist area, the food is a 
little expensive. However, for dinner we 
found a small restaurant called “Kakure Ga” 
(Hidden House) that was serving dinner for 
800 yen! In addition to being reasonably 
priced, the food was so 
delicious and the owner 
was very friendly. It was 
nice to find such a warm 
and welcoming place like 
that by chance. 

Fukuhara Melanie

Our “Life in Japan” class is a free class for 
foreign residents. Our theme this month is 
“Japan”. Let's learn about Japan's climate, 
geography and the specialties of each 
area.　●Location:Hiragana Net Office
 (2-19-7 Kamezawa, Sumida-ku)  
●Participation Fee: Free
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Hsieh came to Japan on a working holiday 
visa. Before that, she studied in Japan for 3 
months. At that time, she was studying at 
a Japanese school where she met her 
boyfriend who is from Hong Kong. They 
had a long-distance relationship between 
Taiwan and Japan for one year before she 
came back to Japan. They now live 
together, and she cooks for both of them 
everyday ‒ she sometimes even makes a 
lunch for her boyfriend. A difference 
between Taiwan and Japan's New Year's 
celebration is that in Taiwan people eat 
hot pot and boiled gyoza dumplings to 
celebrate. When she tried osechi ryori 
(traditional Japanese food served on New 
Year's), she was surprised to find that all of 
the dishes were served cold. 

This year is the Year of 
the Rooster. People 
who are born in the 

Year of the Rooster are said to be able to 
think and take action quickly. Have you 
noticed this with your friends who were 
born in the Year of the Rooster? When a 
new year begins, many people make New 
Year's resolutions. Try to reach your goals 
by taking action like those born in the Year 
of the Rooster!

You can buy daikon radishes 
all year round. However, 
they are in-season in winter.  They are juicy 
and sweet in winter. In spring and 
summer, they have a sharp taste. Recently, 
daikon radishes are being sold in thirds. 
The part close to the leaves is sweet, where 
as the bottom has a sharp taste.  

Our first walk of 2017 will start at Tsukiji. 
The relocation of Tsukiji has been pushed 
back ‒ something that has been a hot 
topic recently ‒ so now is our chance to 
eat lunch there before we head to Ginza. 
We will also pass through the Kabuki-za 
Theater and the Nikon Salon. 
●Walking Course(2.9km): Tsukiji Station▶
Tsukiji Hongwan Ji Temple▶Tsukiji Fish 
Market▶Kabuki-za Theater▶Nikon Salon
▶Yurakucho Station　●Participation fee : 
Adults  1,500 yen, Students 1,300 yen, 
Junior High / Elementary School Students: 
750 yen (Lunch is not included) 　●Meeting 
time & place : 10:55AM at Tsukiji Station 
Exit 1 on the Hibiya Subway Line　
●Reservation :www.hiragana-net.com

Won't you  make a bento (boxed lunch) 
with us? This time we are making a 
“tri-colored” bento with pork and eggs. We 
will also make “Misodama” which can be 
prepared with hot miso soup as well as 
chocolate-flavored 
snacks.
●Participation Fee: 
2,500 yen ●Place: 
Hiragana Net Office

■Happy New 
Year! From this 
spring, we will 
be starting a 
service that 
connects 
foreign residents with jobs. We will also be 
offering a free business Japanese class for 
foreigners starting from February 7th. We 
hope that you will support our endeavors 
again this year.

Year of
the Rooster

Daikon
Radish

Hsieh Chia Yun

New Year's Walking Tour 
from Tsukiji to Ginza

Discover a New
Area of TOKYO!
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Life in Japan Class
Wednesday, January 25, 2017
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Taiwan
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Thursday, February 2, 2017
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Akiko's Bento Making Class
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