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　２年前に日本に来たベアトリスさん。
最初は日本語ができず、買い物も大変
でした。ご主人はフットサルの日本代
表監督で出張が多く、息子と二人でい
ることが多かったからです。しかし、
幼稚園で出会ったお母さんたちが親切
で、いろいろ助けてくれました。「私は
とてもラッキーだと思います」とのこ
と。日本の食事は野菜や魚が豊富で、
とても気に入っています。料理の得意
なベアトリスさんですが、息子の好き
な焼きそばは、残念ながら買っていま
す。つくり方を覚えたいそうです。

　
　
 　あやめの花を漢字で書くと
「菖蒲」です。しょうぶという

花も漢字で書くと「菖蒲」です。同じ
漢字を書きますが、違う花です。よく
似ていますが、あやめは花びらに網目
模様があります。そして、あやめは乾
いた土地を好み、しょうぶは湿った土
地を好みます。

　「夏も近づく八十八夜
♪」という歌がありま
す。茶摘みの歌です。
立春（２月４日）から数えて88日ごろに、
最初に積んだお茶を新茶、または一番
茶といいます。甘味のある、おいしい
お茶になります。一番茶を飲むと、１年
間病気をしないという風習があります。
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　俳人・松尾芭蕉のゆかりの地、千住。
南千住から、千住大橋を渡って北千住
へ。古い蔵を見つけながら路地を歩き
ます。昼食は韓国料理店で。約4.2km
●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  
JR常磐線・つくばエクスプレス線
「南千住」駅 西口 ●定員：20名 

 

　
　茹でた鶏肉と、鶏肉の茹で汁で炊い
たご飯を一緒に食べる「カオマンガイ」
とたれ、スープ、デザートをつくります。
●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

　餃子をカリっと、おいしく焼くコツ
を覚えましょう。炒り豆腐、卵スープ、
白玉のデザートもつくります。  ※レシ
ピはひらがなです。   ●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
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（木）
11:00
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vol.18　モンゴル人のザヤと一緒に、子育て
の話をしましょう。５月は「子どもの
イヤイヤ期、反抗期」がテーマ。 外国
人のママも、日本人のママも参加でき
ます。※英語、モンゴル語は通訳あり。
●無料　●定員：10名　●子どもと一
緒に参加できます。子どもの名
前と年齢をお知らせください。

　外国人にとってわかりにくい、日本
の様々なことを知る講座です。今月は、
旅館、ホテル、民宿、ゲストハウスなど、
宿泊施設について。「旅館ではチップが
必要？」そんな質問に答えます。ゲス
トハウスの見学にも行きます。 
●無料　●定員：10名
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これ！知りたい「日本の生活」vol.2
どうする、旅館でのマナー
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ザヤの「子育てママ集まれ！」 vol.21
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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
すみだく かめざわ

地図
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 こうざ　りょうり　きょうしつ

　 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 
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
●各コース、すべての回に
　出られる方のみ参加できます。
●仕事を探している方が
　優先となります。
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 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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子どものイヤイヤ期、反抗期

子どもの食事

暑い時期の子どもの遊び場

子どもにかかるお金

子どもの健康

子どものほめ方、しかり方

子どもとの約束
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ザヤの
子育てママ集まれ！ 
外国人と日本人のママたちが、
子育ての楽しさや悩みを
話す会です。
●モンゴル出身のザヤが、
　進行役をします。
●やさしい日本語で話します。
●英語とモンゴル語は、通訳があります。
●子どもと一緒に参加できます。
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●2019 年の予定●2019～2020 年の予定
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木曜日 10:30～12:00
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モンゴル
出身の
ザヤです

しゅっしん

2005 年に日本にきました。

２人の子どもを育てています。

子育ては大変ですが、楽しいです。

一緒に話して、

悩みをへらしましょう。
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