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館ですが、この日は特別に庭を見

ることができます。

　外国人旅行者と一緒に浅草を歩

く企画を今月も行います。浅草で

観光、買物を楽しんだあとはカオ

サンバーへ。みんなで乾杯！　交

流会を楽しみましょう。

　紅葉の名所である、神宮外苑の

いちょう並木を歩きます。「いちょ

う祭り」が開催され、たくさんの

屋台も出ています。２つのギャラ

リーで、芸術の秋も楽しめます。

　  

　りんごやかぼちゃを使って、秋

におすすめの料理を作ります。

　料理をしながら日本語も学べる、

外国人と日本人の料理教室です。

　

　人気の高い国会議事堂と迎賓館

を歩きます。普段は入れない迎賓

　柿は今が旬です。スーパーやお

店で見かけませんか？ 1,000 ちか

くの種類があり、大きく分けて甘

柿と渋柿があります。甘柿は 20

種類ほどしかありません。とても

甘い干し柿は渋柿から作られます。

　「七五三」は 7 歳、

5 歳、3 歳の子供の

成長を祝う行事で

す。男の子は 5 歳、女の子は 3 歳

と 7 歳の年の 11 月 15 日にお寺

や神社に行きます。また、子供の

長寿を願い、千歳飴を食べます。

　

　「今年を無事に過ごせた

ことに感謝し、来年の幸せを願う」

酉の市。江戸時代から続く、にぎ

やかなお祭りです。毎年 11 月の

酉の日に行われ、今年は 8 日（一

の酉）と 20 日（二の酉）です。

縁起物の熊手の店が並びます。
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料理教室
りょうり　きょうしつ きせつの おはなし

●今月の
　くだもの

」柿「   

●七五三

●酉の市

2012

おしらせ

●作る料理

　ポークソテー（りんごソース）

　にんじんとツナのサラダ

　かぼちゃのスープ 

●参加費

　１回 1,500 円（材料費 500 円 含む）

●場所　

　すみだ中小企業センター（料理室）

　東武亀戸線小村井駅から 6分歩く　

●参加費　1,500 円（ドリンク１杯付き）

●集合　　14時 20 分

　　　　　「浅草水上バス乗り場」前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つか　　　　　　　あき

　　　　　　　　　　　　　りょうり　　　つく

　　  りょうり　　　　　　　　　　　　にほんご　　　　 まな

 がいこくじん　　　にほんじん   　　りょうり きょうしつ

　　　にんき　　　たか　　　こっかい　　ぎじどう　　　　げいひんかん

　　 ある　　　　　　　　　　ふだん　　　  はい　　　　　　　 げいひん

　　かき　　　いま　　しゅん　　　

みせ　　　み

　　　　  しゅるい　　　　　　　　　　おお　　　　　わ　　　　　　あま

がき　　　しぶがき　　　　　　　　　　　　　　  あまがき

しゅるい

あま　　　ほ　　　がき　　しぶがき　　　　　つく

　　　  しち ご さん　　　　　　　　  さい

　　  さい　　　　　さい　　　こども

せいちょう　　　いわ　　　ぎょうじ

　　　　おとこ　　こ　　　　　　さい　　おんな　　 こ　　　　　　さい

　　　　　 さい　　  とし　　　　　　　がつ　　　　　にち　　　　 てら

　　じんじゃ　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　こども

ちょうじゅ　  ねが　　　　　ちとせあめ　　　　た

　　　  ことし　　　　ぶじ　　　　す

　　　　　　　かんしゃ　　　　  らいねん　　 しあわ　　　　ねが

とり　　   いち　　　　えど　　じだい　　　　　  つづ

　　　　　　　　　  まつ　　　　　　　　　まいとし　　　　　　がつ

とり　　　ひ　 　おこな　　　　　　　ことし　　　　　　　か　　　いち

　　   とり　　　　　　　　　　か　　　  に　　　　とり

  えんぎもの　　　  くまで　　　  みせ　　 なら

かん　　　　　　　　　　　　　　 ひ　　　  とくべつ　　　にわ　　　み

11/2（金）10:00～14:45

　　　こっかい　　　ぎじどう

　　　　　　げいひんかん　　　　　  ある

　　　　　　　　　　    きんようび

11/18（日）14:30～18:00

　　　せかい

　　　　　　　　　あさくさ　　　　  ある

　　　　　　　　　　    にちようび

　　　　　　　　　　    もくようび

　　　じんぐう　　がいえん

　　　　　　　　　　　　　　　なみき　　　　　  ある

11/29（木）10:30～14:30

　　がいこくじん　りょこうしゃ　　　いっしょ　　　あさくさ　　　ある

　　   きかく　　　  こんげつ　　　おこ　　　　　　　　　  あさくさ

かんこう　　  かいもの　　　たの　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんぱい　　　　　こう

りゅうかい　 たの

　　こうよう　　　めいしょ　　　　　　　　　　じんぐう がいえん

　　　　　　　　　なみき　　　  ある　　　　

　　まつ　　　　　　　  かいさい

  やたい　 　　  で

　　　　　　　　  げいじゅつ　  　 あき　　　たの

　

 11/22（木）10:00～12:30

　　  あき    　　　　みかく　　　　　たの

　　　　　　　　　　　　    もくようび　　　

つく　　りょうり

　　　　　　　　

　　　　　　

さんかひ

　   かい　　　　　　えん　　ざいりょうひ　　　　   えん  ふく

ばしょ

　　　　　ちゅうしょう きぎょう    　　　　　　　りょうり　しつ

とうぶ　かめいどせん  おむらい　えき　　　　　　  ぷん ある　　

　さんかひ　　　　　　　　　えん　　　　　　　　　　　　ぱい　つ

しゅうごう　　   　　　　じ　 　　  ぷん

　　　　　　　  　　あさくさ すいじょう　　　の　　　 ば　　  まえ

　さんかひ　　　　　　　　　えん　　しょうひぜい　　　ほけん こ

　　   ひる　　はん だい　  はい

  しゅうごう　　　　　じ　　　　ふん

　　ちよだ　  せん　　こっかい　ぎじどう　まえ　　えき

　　   ばん でぐち　　  ちじょう

●参加費　1,000 円（消費税、保険込み）

　※昼ご飯代は入っていません。

●集合　　10時 25 分

　丸ノ内線、銀座線「赤坂見附」駅

　A出口（地上）交番の前

●参加費　1,000 円（消費税、保険込み）

　※昼ご飯代は入っていません。

●集合　　9時 55 分

　千代田線「国会議事堂前」駅

　１番出口（地上）

　さんかひ　　　　　　　　　えん　　しょうひぜい　　　ほけん  こ　　

　　 ひる　　  はん だい　  はい　　

しゅうごう　　　　 　　じ　    　      ふん

　まるのうち  せん　　  ぎんざ せん　　  あかさか みつけ　　  えき

　　でぐち　　　ちじょう　　こうばん 　　まえ

 　　　こんげつ

　　

　　   　かき

　　　   しち ご さん

　　　 とり　　　いち

詳しくは、ホームページ
www.hiragana-net.com を
ご覧ください。

がいこくじんと にほんじんを つなぐ

　　　　 くわ

   　　　　　　  らん

ピーマンのにくづめ

みんなで散歩
　　　　　　　　　さんぽ

おしらせ


