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5/25（土）16:00～19:00

　外国人の暮らしをサポートする

「生活教室」。12月はお歳暮、年賀状、

お節料理、初詣など年末

年始に関わることを学び

ます。12 月５日は無料で

お試しいただけます。

　クリスマスにおすすめのかわい

い巻き寿司と鶏肉料理をつくりま

す♪　●2,000 円

　すみだの工場が見られる「スミ

ファ」が今年もあります！　両国

の名所をめぐりながら、製本や紙

加工の工場を見学します。「本って

どうやって作るの？」そんな疑問

にも答えてくれますよ！

●1,000 円

●集合：12:55

JR「両国」駅西口
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ひらがなレシピ
料理教室

11/21
もくようび
10:00～12:30

両国めぐりと

工場見学

　  りょうごく

　   こうじょう　けんがく
11/9
どようび
13:00～15:30

生活教室●無料体験

12/5
もくようび
10:00～12:15

年末年始の

過ごし方

　　ねんまつ　　ねんし

　　  す　　　　　　   かた

!

●生活教室・料理教室の場所：墨田区 家庭センター（亀沢 3-24-2）

●無料体験、散歩、料理の予約は、info@hiragana-net.com　へ
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　冬は緑色の野菜が

少なくなります。小

松菜は 11 月～ 2 月ごろが旬です。

貴重な緑黄色野菜といえますね。霜

が降りるころからおいしくなるため、

昔は冬菜・雪菜などと呼ばれていま

した。栄養があり、カルシウムはほ

うれん草の約3倍もあるそうです。

　小春日和とは、冬のはじめごろ、

春のように暖かい日のことをいいま

す。春の晴れた日や、冬の終わりご

ろに使うのは間違いです。「小春日和」

というだけで、穏やかで幸せなイメー

ジがあります。あなたはどんなイメー

ジを持ち

ますか？

　10月 24日～11月 22

日に生まれた人は、さそ

り座になります。日本の

有名な歌に、美川憲一の「さそり座

の女」があります。知っていますか？

「さそりの星は一途な星よ」と歌って

います。

きせつの おはなし

●今月の野菜
 「小松菜」
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11/29
きんようび

11/30
どようび

10:30～14:00

神宮外苑いちょう

並木を歩く

　　じんぐう　がいえん

　　なみき　　　　  ある
か

11
11/17
にちようび
13:00～16:00

秋の谷中を

歩こう！
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　　　こまつな

外国人
＆日本人

さんぽ
　　がいこくじん

　　　　にほんじん

ツアー

　谷中は寺町で 70 を超える寺院が

あります。商店街があったり、古

い家が並んでいたり、日本人がな

つかしいと感じる町です。中国語

を話しながら、谷中の町を散歩し

ましょう。

●2,500 円、中国語が母国語の方は

1,500 円（喫茶代込み）　

●集合：12:55　

JR「日暮里」駅

北口

　　　　　　　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」

も開催され、たくさんの屋台も出

ています。ギャラリーにも寄りま

すので、芸術の秋も楽しめます。　

●1,000 円　

●集合：10:25　

地下鉄  銀座線・丸ノ

内線「赤坂見附」駅

Ａ出口（地上））  交番前
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美川憲一さんの似顔絵　照井正邦 作

さんぽ


