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　地震の多い日本に来たら、外国

人も備えは大切です。みんなで震

度７を体験しませんか？　スカイ

ツリーの下を散歩したら、最後は

たこ焼きパーティです。おいしく

て、楽しい時間を過ごしましょう！ 

　「七福神」は、福を呼ぶ七つの神

様です。お正月に七福神をめぐる

とご利益（神様、仏様からの恵み）

があるとされています。日本橋で、

七福神と歴史ある店（小津和紙な

ど）をめぐります。

　　　　　　　　

　  

　まだまだ寒い日が続いています。

からだがポカポカと温まる料理を

つくって食べましょう。

　外国人と日本人が一緒に料理を

する教室です。男性もぜひご参加

ください。

　

 

　椿は冬から春にかけて咲きます。

きれいな花なので、世界中で愛さ

れています。伊豆大島では椿祭り

があり（1月 27日～ 3月 24日）、

約 450 種類・300 万本もの椿が咲

きます。素晴らしい美しさです。

　“うそ” は幸運を呼

ぶ鳥といわれていま

す。毎年新しいうそ鳥に替えると、

その年がよい年になると信じられ

ています。亀戸天神では 1 月 24、

25 日に、うそ替えをする人々で賑

わいます。

　18 年前のこの日、

午前 5 時 46 分に阪

神・淡路大震災が発

生しました。そして、2011年 3月

11日には東日本大震災が起きまし

た。どちらも震度 7 です。どれほ

ど大きな揺れなのか体験しましょ

う。1 月 20 日（日）に本所防災館

へ一緒に行きませんか？
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料理教室
りょうり　きょうしつ

みんなで散歩
　　　　　　　　　さんぽ きせつの おはなし

●今月の花
   「椿」

●うそ替え神事
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おしらせ おしらせ

●作る料理

　＊豚汁（豚肉と野菜のみそ汁）

　＊魚の照り焼き

　＊大根ご飯

●参加費

　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

　錦糸町、亀戸からバスあり　

●参加費　2,000 円（たこやき、ドリンク１杯付き）

●集合　　14時 55 分

　　　　　JR「錦糸町」駅　北口

料理教室、みんなで散歩の
お申し込みは、
info＠hiragana-net.com
または　戸嶋・吉澤へ
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1/20（日）15:00～19:00

世界のバックパッカーと

地震体験をしよう
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●参加費　1,000 円（消費税、保険込み）

●集合　　9時 55 分

　半蔵門線「水天宮前」駅 ５出口（地上）
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