
 

 

      
 

  

 

 

   

   

簡単にできるパキスタンの 

料理を一緒に作ります。 

 

パキスタンの文化に親子で 

ふれてみませんか 

 

お子様と一緒に 

美味しい！ 楽しい！時間を 

過ごしましょう。 

 

*講師は主に英語で話します。 

＊通訳が付きます。 
 

日  時  202２年 7月 3日（日）  
1１時～1２時３０分 

場  所  仲町台地区センター料理室 

募  集  小学生と保護者 6組(先着)   

参加費  １0００円    

講  師  Saira
サ イ ラ

 Ahmad
ア ハ マ ダ

 さん（パキスタン） 

持ち物  筆記用具、マスク、エプロン、三角巾、手拭きタオル、 

申込み  6月 11日 9時から地区センター窓口先着順、 

10時から電話予約先着 

＜受講にあたってのお願い＞ 

＊ 換気のため、窓とドアは開放させていただきます。 

＊ 試食を予定していますが、料理をお持ち帰りいただく場合があります。 

＊ 調理には手袋を着用いただきます。（手袋はこちらでご用意します） 

＊ 発熱・咳など、体調がすぐれない場合は、受講をご遠慮ください。 

＊ アルコール消毒液で手指の消毒をお願いします。 

問合せ  仲町台地区センター 電話 045-943-9191 
 

令和 4年度仲町台地区センター自主事業 
NPO法人 Sharing Caring Culture共催 

 

*新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、中止・延期になる場合があります。予め、ご了承ください。 

 
  

 

🥄Chicken Pulao(チキン プラオ) 🥄 Raita(ライタ) 

認定特定非営利活動法人 つづき区民交流協会 https://www.tsuzuki-koryu.org 

横浜市仲町台地区センター 横浜市都筑区仲町台 2‐7‐2  045‐943‐9191 

個人情報取扱に関する同意書 (施設利用のために) 
（個人情報保護管理者） 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会  個人情報保護管理者 事務局長 
（利用目的）１．お客様の施設利用、および当協会のサービス提供に対する申込手続およびご連絡のため、２．施設 PR のため、写真
撮影等をする場合があります（個人情報の開示等に関して） 情報を提供されたお客様は、該当情報に関して利用目的の通知、開示、
訂正・追加・削除、利用又は提供の拒否を要求いただける権利を有しております。 ＊当協会の個人情報の取扱詳細につきましては、
当協会のホームページまたは施設内掲示の「当協会における個人情報の取扱について」に掲載しております。 
＊なお、いただいた個人情報は施設利用管理の目的以外には利用いたしません。 
上記についてご同意の上お申し込みください 

パキスタン料理 



 

 

      
 

  

 

 

   

   

We make simple Pakistani 

dishes together. 

  

Why not you enjoy Pakistani 

culture with your family?  

 

Have fun and tasty cooking  

with your child! 

 
*Instructor mainly speaks English. 

* Translator attends the session and 

supports in Japanese. 

Date&Time: (Sun) July 3rd, 2022 11am-12:30am 

Venue: 2F Kitchen, Nakamachidai Chiku Center 

Number of  Participants:  

6 pairs of  Elementary school age child and adult  

＊First come first served 

Instructor: Saira Ahmad from Pakistan 

What to bring: Pencil, Mask, Apron, Bandana, Hand towel 

How to SIGN UP:  

Registration opens on June 11th at 9am   

Book at the reception desk in Nakamachidai Chiku Center or book 

by phone is available at 10am  

< Notice for the event > 

＊ We open windows and doors for ventilations. 

＊ We have a tasting time. *You may have to take the food back home. 

＊ Wear gloves when you cook. (Gloves will be prepared by the center) 

＊ Please refrain from attending the session if you are not feeling well, 

such as fever or cough. 

＊ Disinfect your fingers with alcohol spray. 

Inquiry Nakamachidai Chiku Center   Call 045-943-9191 

 

Consent for handling personal information (for the use of facilities)  
(Personal Information Protection Manager) Nonprofit Organization Tsuzuki Kumin Koryu Kyokai Director-General of  
the Personal Information Protection Administrator's Office 
(Purpose of Use) 1. For your use of facilities and for the application procedures and communication of our association's 

service provision. 2. In order to promote the facility, customers who have been provided with information such as 
photography (disclosure of personal information, etc.) have the right to request notification, disclosure, correction, 
addition, deletion, or refusal to use or provide the information. *For more information on the handling of personal 
information of our association, please refer to our website or the "Handling of personal information of our association" 
posted in the facility. *The personal information you gave us will not be used for any other purposes. Please apply after 
agreeing to the above. 

Nakamachidai Chiku Center Project for the Fourth Year of the Reiwa 

Co-hosted by NPO法人 Sharing Caring Culture 

 

 
Sharing Caring CULTURE 共催 

   

* Due to the spread of COVID-19, it may be suspended or postponed. Please understand in advance. 

  

 

🥄Chicken Pulao 🥄Raita 

Certified Nonprofit Tsuzuki Kumin Koryu Kyoukai https://www.tsuzuki-koryu.org 

Nakamachidai Chiku Center    2-7-2 Nakamachidai, Tsuzuki ward, Yokohama  045‐943‐9191 

Pakistani cooking 

https://www.tsuzuki-koryu.org/

