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　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。

　散歩のあとは、カオサンバーで

乾杯です！

　谷中、根津、千駄木を略して “谷

根千” といいます。古い町並みと、

70を超える寺院がある寺町です。

　人気の散歩コースをめぐって、

最後に根津神社の「つつじまつり」

へと足を伸ばします。

　　　　　　　　

  

　鮮魚って何？　惣菜って？

　買物のとき、困っていませんか？

賢く買物する方法を教えます。

　みんなでスーパーに行きます。

ほしいものは、どこにありますか？

　日本人スタッフと一緒に歩いて、

分からないことは何でも質問して

みましょう。

　

 

　4 月 6 日～ 5 月 6 日まで、根津

神社で「文京つつじまつり」があ

ります。約 100 種 3,000 株のつ

つじが色鮮やかに咲き誇ります。

「みんなで散歩」では、このつつじ

を見に行きます。色とりどりのつ

つじを楽しみましょう！

　小学1年生に

なると、子どもたちはランドセル

で学校に通います。以前は男の子

は黒で、女の子は赤いランドセル

でした。最近はたくさんの色のラ

ンドセルが登場し、カラフルにな

りました。

　桜の葉を使った餅

菓子です。ほんのり

桜の香りがします。

地域によって違うの

も桜餅の特徴です。

　①江戸風桜餅。関東では②を道

明寺といいます。②上方風桜餅。京

都では①を長命寺餅といいます。
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生活教室が
　せいかつ　きょうしつ みんなで散歩

　　　　　　　　　さんぽ きせつの おはなし

●今月のお祭り
   「文京
　つつじまつり」

●ランドセル

vol.11

2013

はじまりますよー！ おしらせ

●参加費　2,000 円

　　　　　（ドリンク１杯、軽食つき）

●集合  14 時 50 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

生活教室、みんなで散歩の
お申し込みは、

または　戸嶋・吉澤へ
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4/27（土）15:00～19:00

世界の人びとと

浅草を歩こう

　  せかい　　　　　ひと

　  あさくさ　　　　ある

　　　　　　　　  どようび

4/21（日）10:30～14:30

谷根千さんぽと、つつじまつり
     や　ね　せん
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4/23（火）10:30～14:30
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 4/11（木）10:00～12:30

ひとりで買物できますか？

スーパーへ行こう！
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●参加費　1,000 円（消費税、保険込み）

●集合　　10時 25 分　

　　　　　JR「日暮里」駅　北 改札口
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●場所　ソーシャルインキュベーション
　　　　オフィスSUMIDA

  ばしょ　　　　　　　　　　

（墨田区本所 3-15-5)
 すみだく　ほんじょ

４月は、
　　がつ

できます

　　　ひらがなネッ
トは１周年


