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　　　　　　日光街道ひとつ目の

　　　　　　宿場町が千住です。

松尾芭蕉が「奥の細道」に出発し

た場所でもあります。今でも商店

が並びにぎやかです。お昼は東京

電機大学の食堂で食べます (3/29

は食堂が休みです。近くで食べる

かお弁当を持って来てください）。

●参加費 1,200 円　●集合：10:25

北千住駅　西口　

「北千住マルイ」
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3/15
どようび
10:00～12:30

色とりどりの

おもてなし料理

　　いろ

　　　　　　　　　　　　　　りょうり

　「さいた　さいた

チューリップの花が…♪」。

　『チューリップ』という歌がありま

す。近くにいる日本人に聞いてみて

ください。みんなが歌えます。だから、

チューリップの花はみんなが知って

います。花言葉は博愛。みんなを平

等に愛することです。

　3月 14 日はホワイ

トデー。バレンタイン

デーにチョコレートをもらった男性

が、お返しに女性へ贈り物をする日

です。ホワイトデーのない国もあり

ますから、日本だけの習慣かもしれ

ません。あなたはチョコレートをい

くつあげましたか（もらいましたか）。

　日本の学校は 4 月に

入学して、3 月が卒業

式です。卒業式にはお

父さんやお母さんも出席します。卒

業する子どもだけでなく、親も泣い

ている人が多いようです。元気に卒

業できて、喜びの涙なのでしょう。

あなたの国ではどうですか。泣くよ

り笑顔が多いですか。

　簡単、美味しい、おしゃれな料理

を一緒につくりましょう。

●参加費 2,500 円（材料費込み）

●講師：清水京子 （管理栄養士）

　春の食材をつかって料理をします。

●参加費 2,000 円（材料費込み）

「生活教室」の無料体験は、4/3（木）

です。テーマは「日本を知ろう！」。

きせつの おはなし

●今月の花
 「チューリップ」
 
 

●ホワイトデー
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3
　　こんげつ　　　はな

　目白は静かな住宅街ですが、庭

園や画家のアトリエなどがありま

す。楽しい散歩コースを、中国人

ガイドがやさしい中国語で案内し

ます。最後はコーヒーを飲みなが

ら、中国語で話しましょう。

●参加費  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 山手線「目白」

駅　改札前
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●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、
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4/5
どようび

春の目白を

歩こう   たまご ま
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さんぽ みんなで散歩
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13:00 ～ 16:00

春を

味わう料理

　   はる

　　あじ　　　　　　  りょうり　　　　

ひらがなレシピ
料理教室

3/20
もくようび
10:00～12:30

　❋卵巻きおにぎり
　❋新じゃがのみそ汁
　❋あさりと豚肉の酒蒸し

りょうり
きょうしつ

【つくる料理】
りょうり

3/25
かようび

3/29
どようび

10:30～14:00

宿場町・千住

を歩こう

　　しゅくばまち　　　　　せんじゅ

　　　　  ある

さんぽ
やさしい
中国語さんぽ
　ちゅうごくご

info@hiragana-net.com　へ

ハレの日 料理教室
 ひ   りょうり きょうしつ

　❋苺の白和え
　❋鶏ひき肉の
　　和風ミートローフ
　❋鮭と菜の花の春色炊き込みごはん
　❋あさりと白魚もどきのお吸い物

【つくる料理】
りょうり

いちご　しらあ

とり　　　  にく

   わふう

さけ　    な　   はな  　はるいろ た　　こ

　　　　　　     しらうお　　　　 　　　　    す　　もの

　   はる　　　　めじろ

　  ある


