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　浅草とかっぱ橋は、外国人にも

日本人にも人気の観光地です。世

界中から訪れた仲間たちと、2 つ

の街を歩きましょう。散歩が終わっ

たあとは、みんなで乾杯！　カオ

サンバーで交流会を楽しみます。

　六本木は美術館やギャラリーも

多く、たくさんのアートに出会え

ます。お昼はサバティーニ六本木

で、東京タワーを見ながらパスタ

ランチをいただきます。

　　　　　　　　

  

　３月３日は、女の子の成長をお

祝いする「ひなまつり」の日。春

を感じさせるお料理で、楽しく過

ごしませんか？　料理教室では、

切るとお花のかたちが出てくる海

苔巻きなどを一緒につくります。

　

 

　2 月は梅の季節です。墨田区に

は梅の名所として香取神社の香梅

園があります。85 種類、約 120

本の梅が植えられています。紅や

白の美しい花と、甘い香り。香取

神社では 2 月 16 日～ 3 月 3 日ま

で「梅まつり」があります。

　2 月 3 日は節分で

す。節分の夜に、今

年の恵方に向かって目を閉じて、

願い事をしながら恵方巻き（太巻

き）を丸かじりします。そうすると、

願いが叶うといわれています。

　今年の恵方は南南東です。

　2 月 14 日は恋人

たちが愛を誓う日と

されています。世界各地で様々な

祝い方がありますが、日本では女

性が男性に愛の告白としてチョコ

レートを贈ります。あなたの国で

は、バレンタインデーに何をしま

すか？
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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
   「梅」

●恵方巻き
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おしらせ おしらせ

●作る料理

　＊お花の海苔巻き

　＊茶碗蒸し

　＊菜の花のおひたし

●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　1,500 円（ドリンク１杯付き）

●集合　　14時 20 分 浅草 乗船場 前

　銀座線、東武伊勢崎線浅草駅から 1分歩く

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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●参加費　1,000 円（消費税、保険込み）

　　　　　＊昼ご飯代は別途 1,000 円
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