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　湯さんは江蘇省出身です。2012年に
ご主人と日本に来ました。息子の青雲
くんは中国で、お祖母さんと一緒に暮
らします。湯さんが息子に会えるのは、
夏休みのとき。７月～８月のひと月ほ
どです。青雲くんが日本に来て、帰る
ときは湯さんが送っていきます。
　離れて暮らして６年。会うたびにぐ
んぐん成長していく息子を、うれしそ
うに見つめています。９月から青雲く
んは高校生です。将来はプログラマー
になりたいそうです。その夢に向かっ
て、一生懸命に勉強します。

９月になると、田んぼが
金色に輝きます。大きな実をつけた稲
穂が、田んぼ一面に並んでいるからで
す。稲の実の部分を「穂」といいます。
稲穂を刈り取ったら、いよいよ新米の
季節です。日本中から、自慢の米が次々
に店に並びます。種類も多いので、食
べ比べるのも楽しいです。

　おみやげとして人気の
「招き猫」。右手をあげると
お金を招き、左手をあげると人を招く
といわれています。どちらも商売繁盛
につながります。招き猫で有名なのは、
豪徳寺と今戸神社です。とくに台東区
の今戸神社は、２匹の招き猫が一体と
なって縁を結ぶそうです。
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　東京は江戸時代に火事が多くありま
した。そんな歴史から、消防官の制服
を着て写真の撮れる消防博物館を見学
します。その後、昼間の新宿ゴールデ
ン街を通り抜けて、新大久保へ。韓国
のレストランでお昼をいただきます。
●おとな1,500円、学生1,300円、小・中
学生750円 （昼食代は別途かかります） 
●集合：10:25  丸ノ内線「四谷三丁目」
駅 ２番出口の改札　●定員：20名  

　９月は、はじめてのインド料理教室
を行います！　ケララ州出身のアヌさ
んが、インドではお祝いの日に食べる
炊き込みご飯「ビリヤニ」を教えます。
●作る料理：チキンビリヤニ、きゅう
りと たまねぎの ライタ、マサラティ、
きのこのマサラ（9/28のみ）　●［9/21（３
品）］ おとな 2,500 円、学生 2,100 円、
［9/28（４品）］ おとな3,000円、学生 2,500
円  ●場所：ひらがなネット  ●定員：各
回８名　●どなたでも参加できます　
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　仕事のことばやマナー、敬語などを
勉強する、在住外国人のための講座で
す。10月は午前のクラスです。
●10/2、10/4、10/9、10/11   ●無料
●場所：ひらがなネット  ●定員：８名  
●JLPT  N３以上の方が対象

　お礼のメール、約束のメールなど、
日本語でのメールの書き方を練習しま
しょう。　●無料　●場所：ひらがな
ネット　●定員：10名

　９月のテーマは「子どものやる気の
引き出し方」です。 ●無料　●場所：ひ
らがなネット ●定員：10名　●子ども
と一緒に参加できます（要名前・年齢）
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　私はアメリカのマサチューセッツ州
の出身です。現在28歳ですが、チェロ
を始めたのは７歳のときです。両親と
もチェリストなので、最初は母から
チェロを習いました。ですが、14歳に
もなると母からのアドバイスを受け入
れられなくなりました。親から習うの
は難しいです。
　今年の１月から新日本フィルのメン
バーになりました。その前に３年間、

兵庫県のオーケストラで演奏していま
した。新日本フィルのオーディション
のときは、とても緊張しました。素晴
らしいオケと弾くことができて、うれ
しいです。新日本フィルは幅広い音楽
を手がけるので、たくさん音楽的な体
験ができることを楽しみにしていま
す。舞台からは客席がよく見えます。
多くの外国人の皆さんに、演奏会に来
ていただきたいです。
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　リトミックとは、音楽とリズムを合
わせて体を動かす教育です。オリガさ
んのリトミックは、季節感を取り入れ

たプログラムに、ストレッチや体操、
バレエなどの要素を加えています。
　現在、５か国の子どもたちが通って
います。日本の方も大歓迎です。生後
６か月～７歳まで、３クラスあります。
◎土曜日と日曜日に開催
◎場所：江東区総合区民センター
◎お問い合わせ：オリガさんのメール
olga_ritmika@yahoo.co.jp（日本語可）
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ボランティア募集

　※錦糸小学校近く（詳細お問い合わせください）

日本語学習支援・教科学習支援

03-5449-1331　　
info@support21.or.jp　

社会福祉法人 さぽうと21（矢崎、神村）
東京都品川区上大崎2-12-2ミズホビル6階　
http://support21.or.jp/

●毎週日曜日 13:00～17:00
●JR/半蔵門線
　錦糸町駅より徒歩５分

（うち２時間程度）

募集詳細
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