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カナダ

　みなさんの家族、親戚、職場、ご近 
所の外国人ともっと親しくなりません
か。「外国人と日本人をつなぐ」ひらが
なネットが、英語抜きでできるコミュ
二ケーション方法を教えます。毎回、
各国のゲストを迎えて行っている講座
です。日本で暮らす外国人はどんな生
活をしているのでしょうか。ぜひ話を
聞きにきてください。　●受講料：無
料　●場所：ひらがなネット事務所

　両国にある私たち
のオフィスで、一緒
に料理をしません

か。２月３日の節分に食べるのり巻き
「恵方巻き」とお吸い物をつくります。
●参加費：2,500 円　●場所：ひらが
なネット事務所
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　メラニーさんはカナダの首都オタワ
からきました。オタワの 1 月の平均気
温はマイナス 15 度。平均積雪量は 44
センチ！　そのため寒さ対策として、
温かい高カロリーの食べ物を食べま
す。その一つがカナダの伝統的な料理
「poutine」です。フライドポテトにグ
レイビーソースやチーズをかけて食べ
ます。メラニーさんも日本で 1 回だけ
作ったことがありますが、グレイビー
ソースやチーズの味が違い過ぎてあき
らめました。日本でもプーティンを食
べられるお店があるそうです。

　今年は申年です。江戸
時代のころから「赤いも

のを身につけると病気よけになる」と
いわれてきました。申年に赤い下着を
身につけると元気になるといわれてい
ます。「申＝さる」から、「病が去る（さ
る）」と「悪いことが去る」などの言
い伝えがあります。

　お正月は親せきや
友だちが集まって、年の初めをお祝い
します。「今年がよい年でありますよ
うに」の願いを込めて。おせち料理や
お餅など、ごちそうをたくさん食べま
す。ついつい食べ過ぎて、太ってしま
います。それを「正月太り」といいます。
あなたは大丈夫でしたか？
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　「みんなで散歩」も 99 回目。今回は
東京の真ん中を歩きます。東京駅をス
タートに、伝統と新しさと両方の魅力
をもつ日本橋へ向かいます。大手の会
社が並ぶ中、見どころもたくさんあり
ます。そして最後は、宝くじを祈願す
る福徳神社へ。初夢をお願いします。
●歩くコース：東京駅～KITTE インター
メディアテク～ペン・ステーション～
宝くじドリーム館～にんべん～福徳神
社（約2.9km）　●参加費：おとな1,230円、
学生1,080円、こども610円　●集合：
13:00　JR「東京」駅　丸の内南口

■ひらがなネットのホームページが新
しくなりました。「ひらがなレシピ」は、
hiragana-net.com/recipe/ に移動い
たしました。■2015年も大変お世話に
なりました。昨年は東京都中小企業振
興公社の創業支援施設「ソーシャルイ
ンキュベーションオフィス SUMIDA」
を卒業し、墨田区亀沢に事務所を構え
ました。おかげさまで、新しいご縁も
たくさんいただき、仕事が広がってい
ます。今年も何とぞよろしくお願いい
たします。■新年は１月４日（月）ま
で冬期休業とさせていただきます。
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「外国人とのお付き合い」講座
　　がいこくじん　　　　　　　   つ　   　  あ　　　　　　こうざ　

講座、イベントはお申し込みが必要です
　  ▶03-6658-5414（平日10～17時）
　  ▶info@hiragana-net.com へ
tel
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福原メラニー さん
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恵方巻きをつくって食べよう
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両国クッキング
りょうごく

一緒に新年のお参りへ！
いっしょ  しんねん　　   まい


