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　料理を作るのが好きなヴィクトリア
さんは、ひらがなネットの料理教室に
もよく参加してくれます。家族のため
に日本の家庭料理も作るそうです。
2006年にウクライナで出会ったご主人
と結婚をして、日本に来ました。出会っ
た当時は英語で会話をしていました
が、今は日本語で話します。会話は大
丈夫ですが「漢字とは友達になれな
かった」ので、書くのは苦手です。
　ウクライナのクリスマスは、12月25
日ではなく、１月７日です。家族と過
ごす大切な行事だそうです。

　来年のカレンダーを用意
していますか。以前は、お

店や銀行などで、名前の入ったカレン
ダーをもらいました。トイレや玄関に
飾る人も多かったです。カレンダーの
ほとんどが日曜日始まりです。手帳は
日曜と月曜始まりがあります。どちら
が使いやすいですか。

　寒い季節は、おやつも温かいものを
食べたくなります。鯛のカタチをした
たい焼きは、秋から冬が人気です。た
い焼きは日本茶や、コーヒー、牛乳に
もよく合います。あなたはたい焼きを
どこから食べますか。頭、背びれ、しっ
ぽ、二つに割ってからなど、食べ始め
る場所で性格が違うそうです。
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お正月料理を作ろう、
飾ろう

　12月は恒例のイルミネーション散歩
です。きらめく光のアートは、この季
節だけのお楽しみです。今回は表参道
から代々木公園のケヤキ並木へ向かい
ます。青一色の60万球の明かりで表現
された「青の洞窟」から、渋谷ヒカリ
エへ。11階のスカイロビーから外の景
色を眺めます。昼間とまったく違う景
色を楽しみましょう。   
●ガイド：吉澤弥重子　●参加費：お
とな1,500円、学生1,300円、小・中学生
750 円　●集合：16:55  銀座線、半蔵
門線、千代田線「表参道」駅　Ａ３出
口（地上）交番の前　●定員：20名
●申し込みが必要です

　お正月は「おせち料理」を作りませ
んか。簡単で、華やかに見える料理と、
東京風のお雑煮を作って、一緒に食べ
ましょう。お正月らしい飾り付けも楽
しみます。
●作る料理 : 東京のお雑煮、松風焼き、
伊達巻き、田作り、菊花かぶ、かまぼ
この飾り切り　●講師：井口明子　
●参加費：おとな 2,500 円、学生 2,300
円　●場所：ひらがなネット事務所　
●定員：８名　●どなたでも参加でき
ます　●申し込みが必要です
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イルミネーション散歩
表参道から渋谷を歩く

vol.121
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　さんぽ

　　　　  おもてさんどう　　　   　しぶや　　　 ある

みんなで散歩
さんぽ

がいこくじん　　にほんじん

12/19
（火）
11:00
13:00▼

　「こんなとき、ほかの家族はどうして
いるだろう？」。モンゴル人スタッフの
ザヤと一緒に、みんなで子育ての話を
しましょう。外国人のママも日本人の
ママも、ご参加ください。 ●参加費：
無料　●場所：ひらがなネット事務所
●定員：８名　●お子さんと一緒に参
加できますが、目を離さないようお願
いします　●申し込みが必要です

■11月23日の「みんなで散歩」に、東
京 MXテレビ（９チャンネル）の取材
が入りました。番組は『トウキョウもっ
と！２ 元気計画研究所』です。12 月24
日（日）19:00 から、東京と周辺の地域
で放映の予定です。よかったらご覧く
ださい。
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