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より徹底した感染対策にご協力願います

ても、感染防止策をより徹底しながら段階的に進めていきます。

TEL/FAX 045-516-8560
発行責任：岡本溢子
3月21日で2度目の「緊急事態宣言」が２が月半ぶりに解除となりました。ただ
新たな感染者数が下げ止まりとか、変異株の広がり、年度替わりのイベント開催時
期であることからリバウンドが懸念されています。「さくら茶屋」の再開にあたっ

ゴールデンウィークは休業します

４月２９日（木）〜５月５日（水）の一週間は「さくら
茶屋」の営業、及び各イベントはお休みいたします。
子供イベントの「端午の節句」も休止します。

「さくらカフェ」では対面になら
ぬよう、更にアクリル板をお客さん
同士の間に置きました

３月まではテイクアウ でいきます︒
ト中心でしたが︑４月か
各催しについても段階
らは﹁カフェでのお弁当 的に開催を目指していき
飲食﹂﹁茶屋テラスでの ます︒詳細は２面をご覧
飲食﹂を再開します︒
ください︒
﹁さくらカフェ﹂では
コロナ以前特に︑中高齢
加 湿 兼 空 気 清 浄 機 の 導 入︑
者に人 気の あった 健康 歌声
アクリル板の設置を行な
サロン バン ド・石 津バ ンド
い ︑ 人 数 制 限 を 行 い ま す︒
による ﹁歌 の集い ﹂の 休止
茶屋テラスでは︑テーブ
ルを広げ︑お客様同士の
間隔を広げました︒窮屈
なところは生じますがご
協力をお願い致します︒
検温︑食事以外のマス
クの着用︑手指の消毒な
どは引き続きお願いしま
す︒
尚︑﹁さくら茶屋﹂で
の飲食については︑４月
段階の状況も勘案しなが
ら︑段階的に従来の形態
に近づけるよう取り組ん

「さくら茶屋」のテラスではテー
ブルを２台用意し、距離をとれるよ
うにしています

が続いています︒
先日 ︑ズ ーム 機能を 使用
して開 催が 可能 かどう か試
行した いと 打診 があっ たこ
とから試してみました︒
結果 は︑ いく つかの 問題
点は見 つか りま したが ︑今
後の工 夫で ﹁可 能﹂で あろ
うというのが結論です︒
ただ ズー ム機 能を使 えな
い方々 の参 加︑ 運営費 をど
う捻出 する かな ど︑参 加さ
れる方 々の 理解 が必要 な事
柄も存在します︒
今後 皆さ んの ご意見 も伺
いなが ら再 開に 向け取 り組
んでい きた いと 思いま す︒

緊急事態宣言解除の３月22日(月)からスタート
金沢区役所主催のRun&Walkラリー。区内20か
所の施設（さくら茶屋も該当）を回りキーナンバー
を集めて応募するか、写真を撮ってインスタに投稿
することで、金澤ブランド商品や限定グッツが抽選
で当たるという企画です。
申込用紙、申込ボックスは「さくら茶屋」にも設
置しています。健康ウォーキングをしながら賞品を
ゲット、家族そろって参加してはいかがでしょう！
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緊急事態宣言解除に伴い以下の取り組みを再開します。但し、感染状況如何で変更致します。

4月9日（金）、23日（金）
受取時間は16:30〜18:00です
現状では以前のような多人数での会食
は難しく、この４月もテイクアウト形式
で行ないます。事前にご予約願います。

毎週月曜と木曜日の週２回
09：30〜11：30で実施
コロナ禍では、人数制限、マスク着用、
距離の確保、常時換気等に配慮しながら
さくらカフェで実施しています。

再開後2回実施し、1回あたり約50名の
注文がありました。事前予約というのが、なかなか定
着しずらいようですが、
調理上の問題もありご
理解願います。4月は
月2回に増やしました。
予約は電話に加えメー
ルも可能です。下記で
受け付けています。
当日の受取時間も
お知らせ下さい。 sakuracafe2448@gmail.com

コロナ問題の発生以降、三密を防止する
ため週一を週二回とし人数を分散して行なっ
ています。プログラムも、
参加者同士の接触を避け
て個別で取り組めるもの
を選んだり、心を癒すよ
うなYOU TUBE動画の
視聴など工夫して運営し
ています。企画内容は参
加者から好評で、「毎回
楽しみ」とみなさんほと
んど休まずに通い続けて
おられます。

折り紙教室4月5日（月）14:00〜15:30

4月16日（金） 14:30〜16：０0

今年1月より休止していましたので、
4が月ぶりの開催となります。密を避
けるため人数が多数となる場合は、調
整をさせていただく場合があります。

「げんきライフ」同様、充分な感染対
策を講じながら実施しています。

さくら体操4月2日（金）13:00〜14:30
西柴団地自治会館の使用が4月より可
能となりましたので再開します。感染
予防に充分留意して行います。皆さま
のご協力をお願いします。参加料はお
一人200円です。
先ず

飲もう会4月24日（土）18：00〜20：30

コロナ禍以降実施しているズー
ム機能も活用した交流会形式を
予定しています。おつまみ配達
で参加料金が発生します。希望
者は事前に申し込み願います。

ポールウォーキング4月3日から毎週土曜
緊急事態宣言が解除されましたので、これまで通
りの形態で4月から再
開します。毎週土曜日、
「さくら茶屋」前に朝
10時にお集まり下さ
い。雨天の場合は中止
となります。

四分の一の需む白菜妻老いぬ
田中正雄
本閉じて湯飲み取る手に春の風 井田淑子
季は春句読点なき暮らしにも
小林愛子
この3月で23回目を迎えました。事前に３
句を投句していただき、
当日優秀句を参加者が選
びます。紹介したのが3
月の優秀句です。約2年
間続けてきて皆さんだい
ぶ上達したよう。どなた
の参加も歓迎いたします。

ここに掲載していないイベント
5月のゴールデンウイーク明けまで休止と致します
オレンジデー（認知症カフェ）、眉毛カット、おしゃ
べりサロン、麻雀スクール、夕刻の女子会、及び「西
柴夜話」などの催しについては、現在の段階では開催
を見合わせております。5月以降の感染状況や、予防
対策の進捗を見ながら、どんな形で開催が可能か検討
していきます。
尚、3月に開催を試みた「包丁研ぎ」は、ボランティ
アの方の体調も考慮しながら4月開催を見送り、5月
以降の再開を検討します。ご理解ください。

3月27日の夕刻、ズームというインターネット機能を利用してルーマニア
と西柴の子ども達の交流が行われました。きっかけは日本の文化に関心をも
つルーマニア「日本文化センター」の方々の求めに対して、「さくら茶屋」
が応えた形で実現したものです。今回は子ども中心の交流でしたが、今後は
各世代に広げていくことも検討したいと思っています。
さくら茶屋 TEL/FAX
０４５-５１６-８５６０
さくらカフェ TEL
０４５-８７７-３８６６

ルーマニアと西柴の子
ども達がリアルタイムで
２時間にわたって交流を
行いました︒
時差は７時間のため︑
双方の都合を考え日本側
の夕刻４時開始に︑ルー
マニア側は朝の９時開始
です︒ズームの環境も日
本側は﹁さくらカフェ﹂
に集合して５台のカメラ

で 全 員 を 映 し た の に 対 し︑
ルーマニア側は個々人が
パソコンでアクセスする
やり方で行ないました︒
内容は両国代表の挨拶
に続いて︑参加者全員の
自己紹介です︒スライド
などを作成して自分の思
いを語ったり︑アニメ主
題歌の披露もありました︒︒
その後︑自分たちの街
の様子や特徴︑伝統行事
の紹介︑ルーマニア側か
らは民族衣装なども詳し
く紹介されました︒フリー
討論の中でもっとも多く
関心を寄せられたのが︑
日本のアニメや漫画につ
いての話題でした︒
参加者からは﹃・良かっ
た・行ってみたくなった・
次も参加したい・英語が
難しかった﹄などの感想
が出されていました︒

Ａｍａｚｏｎ、楽天等で
も注文は可能です。但
し、さくら茶屋店頭で
は特別価格1600円です

◆ とても読みやすかっ
たです︒本の構成︑よ
く考えられていてさす
が！ オープンな茶屋
の性格︑様子がよく分
かりました︒
◆ とてもあたたかく
て味のある︑明るくて
さくら茶屋さんらしい
本ですね︒十年のあゆ
みもさることながら︑
地域の四十年の生きた
歴史を感じることが出
来ました︒

定価 1800円＋税

大 規模開発 団地 のあ り方
など を研究し てい る﹁ 横浜
まち づくり学 生会 議﹂ が主
催し︑
﹁西柴
団地自
治会﹂
の協力
で開催
された
フォー
ラムが

ＮＰＯ法人
さくら茶屋にししば 著
フェミックス 刊
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「はじめてのリモート国際交流」

ズーム交流会の様子・パソコンの画面です

３月20日学生フォーラム

◆ 十年間の活動を報
告した素晴らしい本で
一気に読みました︒皆
の知恵を出し合って︑
気持ちをそろえて進め
ていけたのか成功の秘
訣と思いました︒この
本はこれからのコミュ
ニティカフェのバイブ
ルになると思いました︒
◆ 昔元気だった街を
復活させようと頑張っ
た様子が描かれていて
素晴らしい本でした︒

３月２０日にありました︒
コロナ禍ということでズー
ム というイ ンタ ーネ ット 機
能を使った形式でした︒
学生さん たち が実 際に 西
柴 の街を回 って 調査 した 内
容 から問題 提起 があ り︑ 参
加 者同士で グル ープ 討論 を
するなどの内容でした︒
参加者か らは ︑開 催へ の
感 謝や活動 継続 を求 める 声
が出されていました︒

２０２１年４月
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賛助会員更新・新規募集
「さくら茶屋」はこの５月で丸11年となります。
この2月には10年の活動を綴った「さくら茶屋物
語」を発行致しました。その際、賛助会員をはじめ
多くの方々にご協力いただきました。常に私たちの
活動を支え、お力を与えていただき本当にありがと
うございます
そして今回あまり期間をおかず重ねてのお願いと
なりますが、「さくら茶屋」賛助会員の更新継続、
及び新規会員（年会費一口３千円）募集の時期とな
りましたのでご案内させていただきます。
ご協力いただいた会費は、活動の継続、及びスタッ
フの方々の謝金などに活用させていただく予定です。
どうぞよろしくお願い致します。
2021年4月
特定非営利活動法人 さくら茶屋にししば

西柴バス通り３月２３日撮影

▶「今月号（3月号）の『おすすめレシピ（切り干し
大根）』を作ってみました。まさにおふくろの味
になりました」（西柴男性）。
▶お弁当が美味しかったので、レシピが知りたくて
広報紙をもらいに来ました（西柴女性）。

水曜日にお出ししてる松花堂は︑
副菜の種類が多いことが売りです︒
お庭に出来た きゅうり︑ゆず︑
蕗︑キンカン等︑お声がかかると直
ぐ飛んでいきます︒蕗は土手をよじ
登ったりして採取し︑てんぷらにし
てお出しして喜んで戴いています︒

【 副菜・白あえレシピをご紹介 】
・木綿豆腐 1丁（300ｇ位）…紙や無
のきれに包み、重しをのせたりして充
分水分を切ります。
・白ごま
35ｇ…煎ってすり鉢でする
・白ねりごま 40ｇ…入れると味、風味
がアップします
・さとう
70〜80ｇ
・塩
小さじ １／３弱
すり鉢のゴマに上記材料を入れ、更
にすり混ぜた処へ具材をさっくり混ぜ
合わせます。 春菊２把 色よくゆで、
２㎝長さ位に切り、充分に水気をとっ
て少しのしょうゆで下味をつける
白たき 小１袋 湯がいて短く切る
人参 １／2 本 ２㎝で太めの千切り
うす味で煮てつゆ切り
季節により、柿、コンニャク、青菜
とか、きのこ類、ひじき等を加えて
も良いでしょう

新型コロナ感染拡大のなか一気に拡大して
いるテレワーク。在宅勤務という形態も増え、
それに伴いレンタルオフィスという需要もで
てきているようです。
そこでこの問題を有志で論議しているのが
「西柴シェアオフィス研究会（オフ研）」で
す。当面できることを具体化してみようと、
①「さくらカフェ」を営業時間外に時間貸し
する（事務作業可、ネット環境あり）
② 西柴近辺で、レンタルオフィス利用の需要
があるかアンケートをとってみる
（今後、WEBアンケートを検討します）
毎月第一土曜日に話し合いを持ってい
ます。当面、ズーム会議となります。

４月３日（土） 15：00〜16：30
「さくら茶屋のお持ち帰りお赤飯」
の販売は偶数月の1日のみ実施して
います。4月1日（木）が販売です
が、広報紙でのお知らせが1日以降
になった場合はご容赦ください。

「さくらカフェ」を借りてみたい、話し合いに参加
したい、内容をもっと詳しく聞きたい等のお問い合わ
せについては「さくら茶屋」まで電話やメールをお寄
せください。（sakuracafe2448@gmail.com）。

