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　セサルさんは1990年、11歳のときに
両親と日本へ来ました。ペルーで小学
校を卒業していましたが、日本語がわ
からないので小学校に編入しました。
子ども心にもそれがショックだったそ
うです。子どもはどんどん日本語を覚
えますが、大人はなかなか覚えられま
せん。セサルさんは小さいときから、
両親や同じペルー人を助ける通訳をし
ていました。現在は、通訳者として幅
広く活躍しています。その他、医療通
訳の重要性を訴え、国の機関と一緒に
システムづくりに力をそそいでいます。

　
　３月 22日は「世界水の日」
です。水がとても大切である

こと、きれいで安全な水を使えること
について考える日です。日本では安全
な水が当たり前ですが、８億4,400万人
が清潔な水を利用できません。23億人
が適切なトイレを利用できません。あ
なたの国の水は、安全ですか。

　３月～５月が旬のほた
るいか。普段は海の深い所
にいますが、この季節は産卵のために
海岸の近くに集まってきます。スーパー
の魚売り場で、茹でたほたるいかが売
られています。酢みそをつけて食べる
とおいしいです。蛍とおなじ青く光る
ところから、この名前になりました。
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 　  てきせつ　　　　　　　　   りよう

　　　         くに　  みず　         あんぜん

　　　

　　　  がつ　　　 がつ　しゅん

　　　　　　  　ふだん　  うみ　  ふか　ところ
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世界水の日
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カブレホス  セサル さん  

きせつの おはなし

友達の国は…
ともだち　 くに

せかい   みず　　　ひ

　住みやすい町をつくるために、町ご
とにある団体が町会です。お祭りや防
災訓練、回覧板などの活動を通して、
地域の人と知り合います。
●無料　●定員：10名　●外国人のみ
参加できます

　３月のテーマは「子どもの習いごと」
です。英語やスイミング、ピアノなど、
いつ頃から何種類くらいの習いごとを
しますか。みんなで話しましょう。
●無料　●定員：10名　●子どもと一
緒に参加できます。予約のときに子ど
もの名前と年齢をお知らせください。
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外国人のための「生活教室」vol.28

近所の人と仲良くなろう（町会）
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外国人向け
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3/14
（木）
10:30
12:00▼

ザヤの「子育てママ集まれ！」 vol.19
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　白金台駅を出て、港区立郷土歴史館
や90本の桜があるという日本庭園、食
とくらしの小さな博物館へ行きます。
昼食はインド料理です（約3.3km）。
●おとな1,620円、学生1,400円、小・中
学生810円 （昼食代別途） ●集合：10:25  
東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線
「白金台」駅２番出口　●定員：20名 

 

　鶏肉と野菜をカレーソースで炒めて、
卵を加えた「ガイパッポンカリー」を
つくります。生春巻と焼きバナナのデ
ザートのつくり方も覚えましょう。
●おとな3,240円、学生2,700円 　●定員：
８名　●どなたでも参加できます

　中国の小籠包のような、モンゴルの
家庭料理「ボーズ」を皮から手づくり
します。サラダ、牛肉のスープ、塩味
のミルクティもつくります。
●おとな3,240円、学生2,700円 　●定員：
８名　●どなたでも参加できます

ザヤと一緒に
モンゴル料理をつくろう

　　　　　　   　 いっしょ

  　　　　     　　   りょうり
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エドと一緒に
タイ料理をつくろう

　　　　　　      いっしょ

  　　　　   りょうり
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外国人も、日本人も3/30
（土）
10:30
14:00▼

春を満喫！ 白金台～品川を歩く

vol.135
    はる　　まんきつ　       しろがねだい　　しながわ　 　ある

みんなで散歩
さんぽ

がいこくじん　　にほんじん
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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

　　　　　　　　　　　　こうざ　りょうり きょうしつ

じょうほう

すみだく かめざわ

ペルー 

2019

　 がいこくじん

       しごと　     きょうしつ
外国人のための
仕事教室 ４月コース
仕事をしたい外国人のための
教室です。仕事で使うことばや
マナーを学びます。
●JLPT N3 以上の方が対象
●4/14、4/21 の２日間、
　出られる方のみ参加できます

   しごと　　　　　　　　  がいこくじん

きょうしつ　　　　   　しごと 　　 つか

　　　　　　　 　まな

　　　　　　　　　   　いじょう　　かた　  たいしょう

　　　　　　　　　　　　　　　    ふつか かん

   　　で　　　　　　  かた　　　　  さんか
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（日）13:00-17:10

（日）13:00-17:10

にちようび

にちようび

 講座・イベント 2019
ことし行う講座・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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　　　　  おこな     こうざ　　　　　　　　　　   よてい　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かくにん　　　　　　　　もう　　 こ

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：3,240 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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（水）11:00-13:00

（木）11:00-13:00

（水）11:00-13:00

（金）11:00-13:00

　　　　　　　　　　　　　わしょく　　　きょうしつ　　　　　　　　　　　　　　さんぽ

すいようび

もくようび

すいようび

きんようび

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：1,620 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）三軒茶屋～宮の坂

（日）北千住を歩こう

（土）豊洲へ行こう

（土）夜の散歩

（日）雑司が谷を歩こう

（日）東京の紅葉散歩

（土）イルミネーション散歩

どようび
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どようび

どようび

にちようび

にちようび

どようび

　さんげんぢゃや　　　   みやのさか

きた せんじゅ　　  ある

  とよす　　　   い

よる　   　さんぽ 

  　ぞうしがや　　　　  ある

とうきょう　   こうよう  さんぽ

　　　　　　　　　　　　　　　　さんぽ

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：3,240 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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