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　　　　　　代官山はおしゃれな

　　　　　　町として人気があり

ます。高級住宅地の落ち着いた雰

囲気の中に、個性的なお店があり

ます。話題の蔦屋書店や富士山が

望める西郷山公園、旧朝倉家住宅

など、代官山の魅力をたっぷり味

わいましょう。そして、最後はヱ

ビスビール記念館へ。散歩後のお

いしいビールも飲めます（別途有

料）。そこで自由解散に。帰る方は

恵比寿駅までご案内します。

●参加費 1,230 円

●集合：12:55

　　　　東急東横線 代官山駅

　　　　正面口　改札前
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　桜の季節です。桜

は 600 種以上もあります。よく見か

ける桜は「ソメイヨシノ」です。満

開から 1 週間ほどで花が散ります。

日本三大桜のひとつ、山梨県の山高

神代桜は、樹齢 1800 年ともいわれ

ています。長生きですね。

　4 月 29 日は「昭

和の日」です。以前

は「天皇誕生日」でし

た。昭和天皇が崩御され「みどりの日」

となり、祝日はそのまま残りました。

2007 年に「昭和の日」と名前を変

えました。昭和がどんな時代だった

か、みんなで話してみませんか？

　モンゴルの 4

月は、雪が降る

ことも多いそう

です。風も強く、

たくさんの砂が

飛んできます。「鼻や耳の中にも砂が

入るので、苦手な季節でした」と、

日本に暮らして 10 年の相原ザヤさ

ん。モンゴルのお父さんが遊びに来

て、料理教室に参加してくれました。

　４月は「もっと、もっと、

日本を知ろう」、５月は

「お得に暮らそう！

お金の話」がテーマ。

毎月の第１回目は、無料で体験して

いただけます（おひとり１回限り。

日本語中級以上）。

　外国人と日本人が一緒に楽しく料

理をする教室です。みんなが大好き

な「お好み焼き」をつくりましょう。

●参加費 2,050 円（材料費込み）
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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、

せいかつ きょうしつ　りょうり きょうしつ　　ばしょ　　  すみだ  く　  かてい　　　　　　　　　かめざわ

 むりょうたいけん　  さんぽ　　 りょうり　　よやく

ひらがなネットは、おかげさまで、この４月で２年になります。

みんなで散歩、料理教室にご参加の方に「ひらりん」のバッジをプレゼント♪
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ひらがなレシピ
料理教室

4/17
もくようび
10:00～12:30

　❋お好み焼き
　❋とうふのサラダ

りょうり
きょうしつ

【つくる料理】
りょうり

4/26
どようび

4/30
すいようび

13:00～16:00

代官山から

恵比寿を歩こう

　　だいかんやま

　　　   えびす 　　　　　   ある

info@hiragana-net.com　へ

　　　 　　 とも　　　　　　   くに

　　友だちの国は

相原ザヤさんと
お父さん

あいはら
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ひらがなネットは２周年
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地震が多い日本

の地形を知ろう
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お祝いはいくら？

日本のお金の習慣

　　　　いわ

　　にほん　　　　　  かね　　しゅうかん

外国人のための生活教室
　 がいこくじん　　 　　　　　　　　せいかつ きょうしつ

無料体験
むりょう　たいけん

わたし、
ひらりん
です


