
　雷門、仲見世、浅草寺。人気の

観光地 “浅草” を、世界から訪れ

た仲間たちと歩きます。そして、

散歩のあとはカオサンバーで乾

杯！グラス片手に交流しましょう。

　豊かな自然が大切に守られてい

る、皇居東御苑～北の丸公園を歩

きます。千鳥ヶ淵の対面から桜を

望む、ひと味違う散歩です。お弁

当を持って、出かけましょう。

　　　　　　　　

　  

　春は入園・入学や就職の季節で

す。おめでたい日は、鯛や赤飯など、

特別な料理でお祝いします。

　簡単で栄養満点、かわいいお弁

当を親子で一緒につくりましょう。

　

 

　町の中で “いい香り” がしたら、

沈丁花が近くで咲いているかもし

れません。小さな花が集まって咲

いている様子は、小さな小さな花

束のようです。春の訪れを知らせ

る香りに、気持ちまでわくわくし

てきます。

　ひな祭りは “桃

の節句” ともいわ

れます。女の子の

健やかな成長を願ってお祝をする

日です。最近は駅などにもひな人

形が飾られています。ぜひ、町の

中でひな人形を見つけてください。

　3月 20日は春分の日です。昼と

夜の長さが、ほぼ同じになります。

6月 21日の夏至まで昼が少しずつ

長くなり、夜が短くなります。寒

さがやわらぎ、九州や四国から桜

の花が咲き始める

のもこの頃です。

料理教室
りょうり　きょうしつ きせつの おはなし

●今月の
　花
   「沈丁花」

●３月３日はひな祭り

●春分の日

おしらせ

  ●作る料理　鯛とあさりの酒蒸し

　　　　　　  赤飯、お吸い物

  ●参加費　　1,800 円（材料費込み）

●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

　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
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3/16（土）14:30～18:00

世界のバックパッカーと

浅草を歩く

　　  せかい

　　　あさくさ　　　 ある

　　　　　　　　  どようび

3/30（土）10:30～14:00

春の皇居東御苑さんぽ
　  はる　　　　こうきょ　ひがしぎょえん

　　　　　　　　どようび

4/   2（火）10:30～14:00
　　　　　　　　かようび     　

　  ゆた　　　　 しぜん　　 たいせつ　  まも

　 　こうきょ ひがしぎょえん　きた　　まる こうえん　  ある

　　　　　　　　ちどりがふち　　  たいめん　　　  さくら

のぞ　　　　　　  あじ ちが　      さんぽ　　　　　　　　べん

とう　   も　　　　　　で
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  ●作る料理　鶏のメープル焼き、

　  卵焼き、ごまあえ、おにぎり etc.

  ●参加費　親子で 2,500 円（材料費込み）
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●参加費　1,000 円（消費税、保険込み）

●集合　　10時 25 分
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