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西柴ショッピングセンターの七夕飾り

西柴ショッピングセンターでは今年も、商店街通りに恒例の「七夕飾り」
を行います。この６月に西柴小学校の生徒さん全員に短冊に願い事を書いて
頂きました。商店街のお客さんにも書いて頂き、それらを７月１日から８日
までの間、商店街通りに吊り下げます。ぜひご覧にお出かけ下さい。

毎年子ども達のいろい
ろな願いが飾られます︒
これまでも︑○○になり
たい︒上達したい︒家族
や友達を思う願い︑平和
を願うなどの内容もみら

「さくら茶屋」で行う毎年恒
例の子どもイベント「七夕まつ
り」は７月４日「さくらカフェ」
に１５時集合で行います。
定員30名を予定。
参加費は子ども一人３００円。
お申し込みは「さくら茶屋ホー
ムページ」からのネット申し込
みとなります。

れました︒ことしはどん
な願いが書かれるのでしょ
う︒商店街にお出かけい
ただき﹁夢﹂をのぞいて
みてください︒
尚︑商店街各店には皆
さまにも書いていただけ
るよう﹁短冊﹂とペンを
用意しています︒よろし
ければ書いてみてくださ
い︒一緒に飾ります︒

昨年の七夕短冊飾りも小学生の夢を飾りました

TEL/FAX 045-516-8560
発行責任：岡本溢子

さくら茶屋買い物支援
「さくら茶屋」は高齢者など
買い物困難者を対象に、食料品
や日用品の買い物の注文を受け、
金沢区内のスーパーなどで買い
物しお届けする事業を行ってい
ます。料金は一回３００円、お
米やお水などの重量物も承って
います。但し、小規模体制のた
めい毎週火曜・水曜の午前中だ
けで、取り扱い件数に限りがあ
ります。ご希望の方は、「さく
ら茶屋」までお電話等でご相談
ください。
尚、この事
業は金沢区社
会福祉協議会
から一部助成
を受け実施し
ています。

「さくら茶屋・さくらカフェ」は８月５日から19日までの間、夏季休業となります。よろしくお願い致します。
８月は夏休み期間のためお
休みとなります︒
尚︑９月の夜話は︑﹁春風
亭三朝師匠﹂の落語を予定し
ています︒ ご期待下さい︒

８月西柴夜話

７月の
お話しは、鎌倉ペンクラブ会員
西柴在住

西内 俊秀さん

日 時：７月１２日(木)１9時〜21時
場 所： さくらカフェ
参加費：1000円（軽食・ドリンク）〜
1500円（アルコール有）

「直木賞」 は誰もが知っていますが、

直木賞作家の名前が並ぶ額を眺める西内さん(右)
＝富岡・長昌寺にて
神奈川新聞から

金沢区に眠る文豪・直木三十五について
はほとんど知らないのではないでしょう
か。三十五がいなければ、大河ドラマ
『西郷どん』はなかったかも知れない。
直木賞にその名を残した三十五の波乱
の生涯を、エピソードをたどりながらご
紹介します。
富岡東・長昌寺にお墓があります。

参加をご希望される方は「さくら茶屋」までお電話下さい(045-516-8560）
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１７時半〜、さくらカフェ
は
「さくら食堂」に毎回多くの方に食材のご寄
付を戴いています。この５月も、ジャガイモ
（Ｍさん）お米（Ｓさん）があり、安価な提供
が可能となっています。ありがとうございます。
２年を経過し、最近では来店者数が毎回百名
前後と当初の予測を上回る状況となっています。
大変喜ばしいことですが、自転車駐輪では、先
月より歩行者へ配
慮の観点から、さ
くら茶屋裏側への
駐輪をお願いして
います。多少不便
にはなりますが皆
さまのご協力をお
願いします。

毎週開催の「げ
んきライフ」は、
高齢者の元気づく
りを目的に開催し
ています。体操や
朗読等の他、毎回
ものづくりなどに
挑戦します。写真
はフラワーアレンジメント作成風景です。参加
希望者は「さくら茶屋」までお電話ください。
また、第２日曜10時開催の「オレンジデー」
は、認知症の方でも気軽に立ち寄れる「カフェ」
を目的に開催しています。「さくらカフェ」を
午前中のみオープンします。これは誰でも気軽
に立ち寄れるものですのでどうぞご来店下さい。

１４時〜

１７時〜
お酒を酌み交わしな
がらの交流です。見知
らぬ同士がこれを機会
に新たな人的交流がで
きる。そんな飲む会で
す。ふらっと寄るのも
歓迎。予算はお酒込みで3000円程度です。

研ぎ職人が「包丁」に限定し
て研ぎを行うボランティアです。月2回となり
ました。但し、数に限りがありますので、「さ
くら茶屋」に事前にお問い合わせの上、ご予約
をお願いします。一家庭一本です。

西柴団地自治会主催：
７月２８日（土）１６：３０〜２０：３０
西柴：称名寺東公園

「さくら茶屋」は今年も
参加します。
【予定販売品】
ちまき（２コ） ２００円
ワイン（カップ）４００円
おつまみセット ２００円

健康歌声サロン
（代表：石津光明
さん）のご協力で、
アコーディオンと
ギターの生演奏を
バックに壁に映し
出された歌詞を見ながら大声で歌う、昭和に
流行った歌声喫茶です。 ７月は夏にふさわ
しく、後半の部にスチールギターの演奏が入
り、ムード歌謡を特集致します。
懐かしい都会の雰囲気を皆さんとともに歌

7月のポールウォーキングは、熱中症の恐れも
あることから、毎週土曜日夕方17時半に「さく
ら茶屋」前集合に変更します。但し、28日は夕
涼み会のため行いません。
毎年夏に企画している「青
春18切符で行く旅」、今回
は伊豆・城ケ崎海岸を予定し
ています。日時は8 月2 6 日
（日）7時半ごろに集合、詳
細については8月号でお知ら
せいたします。
どこの階段でしょう？
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ＮＰＯさくら茶屋にししば第８回総会報告

さくら茶屋 TEL/FAX
０４５-５１６-８５６０
さくらカフェ TEL
０４５-８７７-３８６６

この6月1０日に「さくら茶屋にししば」は通常総会を開催し、一年間の活
動を振り返り、今後一年の計画を決めました。私たちを支えていただく皆さ
ま方に、簡単ではありますが事業報告と計画の概要をお知らせ致します。

開店して丸８年、地域の居場所としてほぼ
定着し、継続運営を切望されるまでに成長し
てきました。しかし、地域の高齢化のみならず、スタッ
フの高齢化も進んでおり、活動の継続運営や、実情に合っ
た街づくりという視点からは課題も少なくありません。
そこで今年度は、
▶サロン事業並びに、サロン活動を継続推進していくた
めに、多くの協力者の獲得と、各事業推進者の育成に
努める＝とりわけ、各種取り組みにあたっては、「さ
くら茶屋」をご利用いただいている方々も巻き込んだ
参画型の活動を追求していく。
▶他団体との協力・協働、公民連携などできる範囲で追
及する＝とりわけ、「居場所づくりや街づくり」につ
いての取り組みにはできる限り参画し協力していく。
この一年も活動の定着と継続を目指しますが、無理
をせず、できる範囲で行動し、しかし、少しでも前進さ
せる思いだけは持ち続けながら取り組んでいきます。

24

現在﹁特定非営利活動法人さくら茶
屋にししば﹂の正会員数は８３名です︒

平成30年度の活動計画です

34

総会は委任を含め５８名の参加︵参加

「さくら茶屋」は開店８年目、高齢化に配
慮した街づくり、子育て支援の環境づくり、
世代を超えた交流の更なる発展、住民同士が
支え合う街づくりを目的に活動しています。
その目玉として、昨年度は横浜市が募集した「介護予
防・生活支援サービス事業」を開始しました。地域ボラ
ンティアによる「要支援者など」を含む高齢者の「元気
づくり」を応援する事業です。ケアプラザ等と連携し、
「さくら茶屋」の８年間の活動の蓄積、年間一万食以上
を提供している実績、地域の人材の登用をこの事業にフ
ルに生かしてきました。結果、参加者も増え、内容的に
も大変好評をいただいています。
その他、一昨年から開始した「さくら食堂」への来客
数の年間1663名を筆頭に、多種多様な催しものへの参
加者総数は4500名（開催数200回以上）を超えます。
広報紙活動も100号を超え、活動の定着が進んだ一年で
した。金沢区内・外からも注目集めることが増えてきて
います。これもご利用いただく多くの皆さまの支えがあっ
てのことと深く感謝いたします。昨年度は居住性の改善
を目的に「さくらカフェ」のリニューアルにも取り組ん
だことで利用者数も増えています。こうした力を引きつ
づき継続運営に生かしていきたいと思います。

名︑委任 名︶で成立し︑﹁平成２
９年度事業報告・活動計算書・監査報
告﹂と﹁３０年度事業計画・収支予算
書﹂﹁定款の一部変更﹂の議題すべて
が満場一致で承認されました︒
昨年度を振り返り︑今後の計画を簡
単に紹介します︒本年度の課題として︑
高齢化が進む西柴ですが︑スタッフの
高年齢化や後継者育成にも今後備えて
いく必要があります︒そこでご利用い
ただいている方々をも巻き込んだ活動
の展開も模索したいと思っています︒

平成29年度の事業報告です

＜ 平成29年度収支と30年度予算 ＞
昨年度は、「さくらカフェ」のリニューアルに取り
組んだことから、修繕費の費用が大きく膨らんでいま
す。また、30年度予算では「げんきライフ」活動の通
年化から謝金が増加傾向にあるのが特徴です。
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歴史と自然の町︑金沢区
を めぐ る湯 村 さん の スケ ッ
チ訪問第 弾で す︒ 今回 は
富岡地蔵尊です︒
11

＜ ほっとサロン事業７月の催し ＞
折り紙教室

＜さくらカフェにて開催＞
◆７月２日（月）10時〜
材料費はご負担下さい
さくら体操 ＜西柴団地自治会館にて開催＞
◆７月６日（金）10時〜11時半
参加費200円、お気軽な服装でお出かけ下さい
おしゃべりカフェ ＜さくらカフェにて＞
◆７月１８日（水）10時〜11時半
行政書士さんを囲んで自由テーマでおしゃべり
肩ほぐし ＜さくらカフェにて開催＞
◆７月３日（火）と17日（火）９時半〜11時半
10分 500円となります
指圧ﾏｯｻｰｼﾞ ＜さくらカフェにて開催＞
◆７月13日（金）と27日（金）９時半〜11時半
10分 500円となります
眉毛カット ＜さくらカフェにて開催＞
◆７月２3日（月） 10時〜12時
眉毛カット500円、メイク200円となります
ぼたんの会 ＜西柴団地自治会館にて開催＞
◆７月２７日（金）10時〜
参加費300円、お茶とケーキがでます

オカリナ教室

さくら
茶屋
地域の方から麻雀セット
の提供があり、それをきっ
かけとして「麻雀スクール」
を企画することにしました。
具体的には９月からで、
今のところ、毎月第２・第
４火曜日の午前中、当面２
卓、さくらカフェでの開催を予定しています。
「飲む（お酒）、打つ（賭ける）、吸う（煙草）」
は禁止事項とします。初心者の方も大歓迎です。
詳細は来月号でお知らせいたします。
尚、このスクールにお手伝いいただけるボラン
ティアを募集します。青春時代、腕を鳴らしたお
父さん、ちょっとお手をお貸しいただけませんか。
よろしければ、さくら茶屋にお電話ください。
【以下は広告欄】

「 お墓の看取り 死後の

お墓始末が契約できます！」
７月２9日（日） 1３：３０〜１５：００
場所：さくらカフェ 主催：オフィス・シバタ

＜さくらカフェにて開催＞
◆７月２1日（土）13時〜
自分は現状の墓に入るが、その後を子供に継がせず、後
オカリナを持参しなくても参加は可能です
始末もさせたくない。専門家集団があなたの死後にお墓の
あらかじめ参加希望者はお知らせ下さい
処分をお引き受け。墓終い費用も最小限に！お墓コンサル
＜さくらカフェ＞で実施している趣味の教室・深雪 タントの大橋先生がセミナー後に相談を受けます。
アートフラワー教室は当面10月までお休み致します
参加費：500円（ワンドリンク付き）
予約・お問い合わせ（701）8654担当:オフィスシバタ木村

