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６月はカフェ営業再スタート
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コロナ感染も3年目にしてやっと行動制限のない6月を迎えています。ま
だ感染対策は必要ですが、さくら茶屋営業を徐々にコロナ以前のスタイル
に戻していこうと考えています。皆さまのご来店をお待ちしています。

先ず水曜から
新型コロナ感染は発生当
時の予測をはるかに超え︑
２年余りを経過しても終息
時期が見えません︒現状は
一時期の爆発的感染はあり
ませんが︑４回目のワクチ
ン接種が予定されてきてお
り︑感染対策をとりながら
の生活様式・暮らし方を工
夫していく時といえます︒
そこで﹁さくら茶屋﹂で
は︑２年間調理を停止して
いた﹁カフェ﹂を再スター
トします︒ただ当面は水曜
日のみカフェメニューを提
供します︵予約をお願いし
ます︒メール予約は月曜ま
で︑お電話は火曜日の１４

時まで受付け︑当日予約は
カフェに電話でお尋ねくだ
さい︶︒営業時間は１０時
から１４時︑ケーキセット
もご用意します︒その他の
曜日は﹁茶屋﹂メニューの
提供となります︒
皆さまのご来店をお待ち
いたします︒

メール

です
@gmail.com

sakuracafe2448

茶 屋 ☎ ０ ４ ５ ５- １ ６ ８- ５ ６０
カ フェ☎ ０ ４５ ８
- ７７ ３
- ８６６

「カフェ」ランチをご利用ください

いること／緑豊かな住宅地
を守るため５０年以上建築
協定を育ててきた活動があ
ること／ただ未来を考える
と多くの住民が主役となっ
て︑現状維持に固執するこ
となく︑時代に即した見直
しも開始する時期︑等のお
話がありました︒

２６名の参加

現在・過去・未来
参加者は︑カフェ参加が
６８年当時の西柴開発は︑ １４名︑ズーム参加１２名
称名寺裏山にまで及び史跡 で︑過去の思い出︑未来へ
や文化財保存の視点が弱く︑ の期待を出し合いました︒
住民・学生の反対運動がそ 皆さんから﹁参加して良かっ
こを押し返した歴史／現在 た﹂﹁今後も継続開催を﹂
は高齢化が進み︑西柴３︑ の声がだされました︒
４丁目は高齢化率が４０％
以前の夜話では軽食をお
を超し︑後期高齢者率も２ 出ししお酒を酌み交わしな
５％を上回る現状から︑現 がらでしたが︑今回は珈琲
役世代の流入が求められて とケーキでした︒

コロナ禍で２年余り中止
していた西柴夜話︑今回は
時間帯を変更して﹁昼話﹂
とし︑インターネット機能
も併用して５月２２日カフェ
で開催しました︒
テーマは﹁西柴の現在・
過去・未来﹂として西柴在
住の林秀明さんに講演して
いただきました︒

６月、気温や湿度も高く細
菌の増加しやすい時期、「さ
くら茶屋」では、材料の保管、
食材への充分な加熱、手洗い
の徹底、調理器具などの洗浄
と消毒など予防策を講じてい
きます。
ただ「茶屋」の製品には添
加物や防腐剤などを一切使用
していないため、日持ちには
特段の注意を必要とします。
お弁当やお惣菜のお持ち帰
りの場合は「本日中にお召上
がり下さい」
等の注意書
きを必ずお
守りいただ
きますよう
ご協力をお
願い致しま
す。
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【麻雀スクール】 ６月10日（金）と28日（火）
9:30〜11:30 さくらカフェで行ないます。参加費
は300円で、事前申込みとなっております。スクー
ルの様子は下記の記事をお読みください。

【スマホ講習会】 ６月開催は確認願います
6月開催は、5月26日の開催の状況を見て決定しま
す。したがって新たに講習を希望される方は、さく
ら茶屋にお電話などで確認をお願い致します。

ＨＰ：ｓａｋｕｒａｃｈａｙａ．ｍｏｏ．ｊｐ

k【さくら食堂】

６月10日（金）と24日（金）

カレーのテイクアウトで、料金は無料〜200円で
販売しています。毎回販売数は100名分を超えてい
ます。販売日の前日までに事前予約をお願いします。
当日の受取時間もご指定下さい。

【げんきライフ】 毎週月曜と木曜の午前中
横浜市から委託を受けた
介護予防・支援事業です。
毎回様々なプログラムを企
画し楽しんでいます。コロ
ナ禍で参加枠があるため希
望者はご相談願います。

【さくら体操】 ６月３日（金）10:00〜11:30
金沢スポーツセンタースタッフが講師の教室です。
参加費は２００円、西柴団地自治会館で行ないます
ので、お気軽な服装でお出かけください。

【折り紙教室】 ６月1日（水）10:00〜11:30
隔月開催のため、6月
1日の次は8月を予定し
ています。写真のように
毎回、その季節にあった
ものを折っています。材
料費は各人の負担となり
ます。

【とことこ・さくらキッズ 】６月21日(火)10:30〜
子育て支援拠点「とことこ」とコラボしてのキッズ
です。人数制限があります。参加ご希望の方はとこ
とこ迄ご予約を願います。☎ 045-780-3205

【 凸凹の会 】７月９日（土）10:00〜
子どもの成長などについて話し合います。於カフェ。
６月はお休みします。
お問い合わせは、dekobokonokai@gmail.com へ

5月13日に麻雀教
室を2年ぶりに開催し
まし た。 長 期間 の ブ
ラン クは あ りま し た
が、 講師 陣 も全 員 参
加が 可能 と なり 、 今
回は より 丁 寧な 指 導
がなされことから、初心者も楽しく和やかに麻雀を
楽しめたようです。
ただ以前の参加者にも今回の参加を呼びかけまし
たが、この2年余の間に体調を崩された方も複数人
おられました。健康マージャン、初心者優先となり
ますが、希望者の期待に応えるよう考えていきます。
ウィズコロナの時代、地域の高齢者の健康的な集ま
りの継続開催に今後とも取り組んでいきます。

オレンジデー（認知症カフェ）は
６月５日（日）10：00開始です

【歌の集い】 ６月15日（水）14:00〜15:30
コロナ禍のためズー
ムでの参加となります。
参加をご希望の方は事
前に電話かメール（sa
kuracafe2448@gm
ail.com）願います

【俳句・句会】 ６月17日（金）14:30〜16:00
参加ご希望の方は事前に詠んだ句を3句提出してい
ただきます（回収箱はさくらカフェにあります）。
それをお互いに批評や感想を出し合う集いです。

【ポールウォーキング】 毎週土曜午前中開催
鎌倉幕府ゆかりの史跡や、海や山など自然の多い
各地の公園を訪れています。「さくら茶屋」前に10
時に集まり一緒に歩きましょう。

左写真のようなお
手紙を（年代は１０
〜２２歳）たくさん
いただいています。
それらにお返事を書
くワークショップを
開催します。
ルーマニアの子どもたちと手紙交流の体験会
日時：6 月18日（土）１０時〜１２時
会場：さくらカフェ（西柴３−１７―７）
対象：小学生〜大学生 7名程度
問合せ：sakurachayakokusai@gmail.com
※お手紙への返信、ルーマニアの子ども達に聞きた
いこと、何でも構いません。日本語でＯＫです。ボ
ランティアの方々が補佐します。お気軽にご参加を！
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第1２回定例総会内容＝活動報告＝

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

この6月に「さくら茶屋にししば」は第1２期ＮＰＯ総会を開催し、この一
年を振り返り、今後一年の計画を決めます。コロナ禍での営業自粛は丸二年
となりましたが、地域の皆様方のご協力で休まず営業が出来ました。
コロナ禍の二年目︑一年の４

分の３の期間に﹁緊急﹂や﹁ま
ん防﹂が発令され︑営業自粛が
求められました︒そうした中で
感染対策に取り組み︑地域の方々
のご協力もあり︑感染者を出す
こともなく︑休まず営業できた
ことに感謝いたします︒
イベント関係でも︑リモート
機能を取り入れたり︑人数制限
などにご協力いただき︑昨年を
上回る活動が展開できました︒
し かし︑ まだ不 自由 な生 活は
続きます︒今後も感染対策を講
じながら︑コロナ禍でも工夫し
ながら︑営業も︑交流活動もで
きるよう取り組みます︒皆さま
のご支援ご協力をお願いします︒

＜2021年度カフェ事業について＞
▶年間ランチ提供
（営業日数271日）
さくら茶屋 9,781食（ほぼテイクアウト）
（一日約 36食提供）
惣菜の提供（約13,000個：前年比24％増）
喫茶（酒類,ケーキ含む）は、例年の1/10
▶年間の活動実績
＜定例イベント＞ １９６回／１６００名＋α
・げんきライフ ９５回 ６４３名＋２８６名
オレンジデー ２回 １１名
人数分散、感染対策、会食無し、企画を工夫
・大家族食堂（さくら食堂）２０回 約1750食
形態はテイクアウトにて、事前予約制で開催
・折り紙教室 ７回 ５５名
・さくら体操 ９名 １４３名
・俳句：句会
８回 ７５名
・歌の集い ズームで開催（参加料納入制へ）
８回 ９８名＋１７名（伴奏者）
・包丁研ぎ ２回 ９丁
・眉毛カット １回 ２名
・ポールウォーキング ４４回 約２８０名
▷ 西柴夜話／夕刻の女子会／おしゃべりカフェ／
麻雀スクールについては未開催
＜子どもイベントなど＞ ３回 １００名以上
・ハロウィン街歩き 10月27日 子ども４０名
・子どもクリスマス 12月22日 ２６名
・ルーマニア／西柴子ども交流会（リモート開催）
書道交流 ルーマニア18名、西柴12名＋α
＜西柴地域有志による会合＞ ２５回 約２５０名
・西柴シェアオフィス研究会 １２回１５４名
・とことこキッズ ８回 ５４家族
・凸凹の会 ９回 約６０名
＜各種会議やその他の活動＞
・事務局会議 １２回
運営委員会 １１回
・スタッフ会議 １２回 理事会 １回
・３者共同前之園講演会１６名＋ズーム５５名
【その他】
＜広報誌発行＞ 12回 34000枚配布
＜買い物支援＞２２１件 1,507,121円
・その他、取材対応、講演依頼等多数あり 以上

＜２０２１年度の主な活動内容＞
<月>
< 出 来 事 >
４月 新型コロナ感染収まらず、テイクアウト中心、茶屋テ
ラス・カフェ人数制限で営業実施
５月 Ｓtock Ｂaseから食品提供を受け、地域住民へ配布
６月 ニューマリーナライフ夢ラジオでさくら茶屋紹介
「とことこ」とコラボし「さくらキッズ」を開始
横浜金沢ロータリークラブより援助金10万円が寄贈
７月 ３者連携でズームによる「子育て講演会」を実施
横浜市大生「居場所づくりWEBアンケート」全面協力
８月 ８月９月緊急事態宣言、テイクアウト販売に限定
夏季休業中、さくら茶屋店頭のテラスを新調
ルーマニアとの国際交流「書道」をズームにて開催
完全リモートで「歌の集い（石津氏協力）」を再開
10月 ちょっと控え目に工夫しハロウィンイベント実施
11月 コロナ感染対策で「マスク会食」を普及促進
１月 オレンジデー（認知症カフェ）を再開
3月 横浜まちづくり学生会議フォーラムに積極的参加
「高齢者等買い物サポート事業」を3月末で終了
4月 さくら茶屋広報紙150号発行、記念抽選を実施

２０２２年６月

第１５２号（４）

ＨＰ：ｓａｋｕｒａｃｈａｙａ．ｍｏｏ．ｊｐ
「ここに葉を入れ
てみましょうか 」あ
ら、広がりが。
「この色を使うと
いいですよ」わぁ、
アクセントがあって
立体的になった。
先生の助言でにんま
り。ちょっとグレー
ドアップした感じ。

さらに教室の終わりには、皆でお互
いの作品を見ながらの時間は「なるほ
どそうか、こういう方法もあるか」
「おいしそうだね」など和気あいあい
のおしゃべりで、納得と発見がある楽
しいひと時です。さあ、画面から溢れ
るように大きく、又、生き生きとした
色で描くぞ‼ そんな気持ちで、励ん
でいます。
清水 由紀子

さくら茶屋調理スタッフ募集
さくら茶屋では、月曜日から土曜日までお弁当の販売
や、食事を提供しています。皆で和気あいあいと楽し
く作っています。あなたも仲間になりませんか。
月1回、短時間でも自分の時間に合わせて活動でき
ます。説明会を開催しますのでお出かけください。
★ 活動時間 8時30分〜14 時ぐらいまで
希望によって調整することが出来ます。
★ 説明会 6月16日(木) 14時〜15時30分
（於：さくらカフェ）

ちょこっとボランティア募集
毎月第2、第4金曜日さくら食堂を開催し子育て世代
から高齢者まで幅広くカレーを提
供しています。月に1回でも手伝っ
て下さる方を探しています。
★ 前半 14時から17時まで
後半 17時から19時30分
★ 説明会 6月9日(木)14時から15時30分
※興味のある方はお越しください（於：さくらカフェ）

♪こどもイベント・スタッフ募集♪
こどもイベントでは、お手伝いしてくださる方を募
集。年間5回季節のイベントにて工作のお手伝い、ゲー
ム、本の読み聞かせ、ハロウィンの引率など。ご都合
に合わせた参加・お好きな分野でのお手伝いで構いま
せん。こどもたちに関わることが好きな方はぜひお問
い合せ下さい！
Sakurakids2448@gmail.com

コロナ禍で開催を見送っていたイベ
ント、今回予定しました。

7月6日（水）15時半〜
小学生対象・参加費200円
イベント詳細・お申込みはホームペー
ジでご確認ください。

短い言葉の中に季節を織り込む俳
句、先月も句会を開催し参加者の作
品の中から三句
選んで紹介致し
ます。

