子どもたちの利用は様々
です︒ひとり遊び︑自由
落書きコーナーの利用︑
大勢の子供たちと一緒なっ
て遊んだりしています︒
学校に行っている子供
たちは宿題をもってきて
自習したり︑放課後にグ
ループで利用したり︑友
達との待ち合わせとか︑
塾の開始時間までの一時
の待機場としても利用し
ています︒
先日︑中学３年生の男
子たちがちょこっと﹁ひ
と休み﹂に寄ってくれま

した︒身長は１８０セン
チ以上もあり手狭なキッ
ズコーナーがより狭く感
じます︒小学生の頃︑よ
くここにきて遊んでいた
子が友だちを連れて寄っ
てくれたのです︒
身体は大人に見劣りし
ないほどの体格ですが︑
ラムネやお水のサービス
にきちんとお礼をする姿
や︑無邪気に遊ぶ姿にス
タッフが思わず﹁ほっこ
り﹂し撮った写真が左上
のものです︒こうしたちょっ
とした利用も︑私たちに
とっては嬉しい出来事な
のです︒﹁来てくれて嬉
しい︑また来てね﹂と送
り出したのですが︑まだ
利用したこ
とのない子
も含め気軽
に立ち寄っ
て下さいね︒
待ってます︒

下：Xmasパーティーでの記念写真

いまやハロウィンは一大
イベント︑西柴ショッピ
ングセンターが主催する
﹁１０月３０日のパレー
ド﹂参加受付けをインター
ネットで行いましたが︑
受付開始から４時間ほど
で定員満杯になるほどの
人気でした︒今回子ども
たちの立ち寄りにご協力
いただいたご家庭の皆さ
ん本当にありがとうござ
いました︒
子どもイベントは下記
のクリスマスイベントと
続きます︒参加の受付け
は︑ネットにて行います︒

上：パレードで協力家庭を訪問
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私たちは活動の柱に「子どもは地域の宝」として子育てへの支援を掲げ、
「さくらカフェ」に狭いながらもキッズスペースを設けています。多くの子ど
もたちに読書やゲーム、勉強などにも気軽に利用して頂きたいと思っています。

この時期、子どもイベントが続きます

１２月１８日（水） 「さくらカフェ」にて行います

15：00集合・15：30パーティー開始・17：00終了予定
参加費は子どもお一人300円・定員は30名

希望者はネットでの申し込みとなります。12月1日より

「さくら茶屋」のホームページで受付けを致します。

２０１９年１１月
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11月７日（木）、14日（木）
21日（木）、28日（木）
いろいろな企画を取り入れたプログラム、
「さくら茶屋」スタッフの毎回趣向を凝ら
したランチなどが好評で、「げんきライフ」
への参加者が増えてきています。ただ「さ
くらカフェ」の広さとの関係で、希望者全
員を受け入れるには限りがあります。またこの事業は
横浜市から委託を受けているものであることから制約
も伴います。参加希望者は事前にご相談ください。

11月10日（日）
10：00〜11：30
「認知症カフェ」
として月一で開催
している集いです。

この日は粘土で箸置きづくり

11月８日（金） 9：30〜11：30
11月26日（火） 9：30〜11：30
初心者のための教室です。教室は3か月単
位なので、新た
に募集する生徒
さんは12月に
なります。詳細
はお電話で確認願います。

11月30日（土） 17：00〜20：00
お酒を酌み交わしながらの気軽な交流です。
会社勤めの縦社会を離れて、地域での横社会
の交流です。9
月はラグビーＷ
杯でアイルラン
ドに完勝した日
で、大いに盛り上がりま
した。女性の参加も歓迎。

11月16日（土）1３：00〜
オカリナを始めてみようという
方も歓迎です。持っ
ていなくてもＯＫ。
コーヒー付きで参
加費は５００円。
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11月８日（金）17：00〜19：30
11月22日（金）17：00〜19：30
先月の「さくら食堂」は台風19号前夜の
風雨が影響しだした中での開催でした。中
止するかどうか難しい判断がせまられ、迷っ
たのですが、準備するカレーやご飯の量も
いつもの半分とし、時間も短縮することで
実施しました。結果は悪天候の中でも57名の方が来店
され、カレーもご飯もぴったりで残りものなし、19時
過ぎには終了となりました。なんか「やったー」とい
う感じです。今回も食材の寄付がありました。
お米がＩさんから、
じゃがいもがＩさんか
らありました。いつも
ありがとうございます。
本当に助かっています。
今後ともよろしくお願
い致します。

11月21日（木） 14：00〜15：30
健康歌声サロン（リーダー石津光明さん）
グループの生演奏で行う歌声喫茶、唱歌か
ら懐かしの歌謡曲まで、スクリーンに映る
歌詞を見ながら参
加者全員で歌いま
す。参加費は500
円です。リクエスト曲も可能
です。一緒に歌いませんか。

11月９日（土） 18：00〜20：00
お酒とおしゃべりを楽しむ女子会です。3
か月毎に開催する予定ですが、10月開催が
台風19号で流れたため11月に企画しました。
お料理が出て、参加
者の持ち寄りもあり
で行っています。参
加費は2000円ていど、是非
お気軽にご参加下さい。

11月11日（月）、25日（月）

11月15日（金）14：00〜15：30

「包丁研ぎ職人」がボランティアで
行います。一本一本、
砥石で丁寧に仕上げま
す。料金は400円、
一家庭一丁限定です。

「俳句を楽しみ、学
ぶ会」です。事前に提
出した俳句を皆さんで
批評しあいます。コー
ヒー付きで参加費は５００円です。

通算百回を超えた「西柴夜話」、もう30回目となる「歌の集い」、と
もに多くの皆さんから好評をいただいているイベントですが、この11月
から交互に隔月開催となります。ともに毎月第3木曜日を予定しています。
さくら茶屋 TEL/FAX
０４５-５１６-８５６０
さくらカフェ TEL
０４５-８７７-３８６６
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﹁歌の集い﹂は開始が
お昼の１４時で︑﹁西柴
夜話﹂は１８時半開始で
す︒以前良く﹁夜話﹂に
参加されていた方の中に
は﹁高齢になってくると
夜の参加が難しくなって
きました﹂と言われる方
が現れるようになってき
ました︒
今後は︑臨機応変に昼
の開催﹁昼話？﹂も検討
していこうかと考えてい
ます︒当面は︑１１月が
﹁歌の集い﹂︑１２月は
下記に書いてる通り﹁ハ
ンドベル﹂の演奏でお楽
しみいただきます︒多く
の皆さまのご参加をお待
ちしています︒
卓を囲んでの夜話の交流風景

12月の

１２月１９日（木）１８時半〜２０時半 西柴団地自治会館
出演は並木地区で活躍するサニーアベニューグループの皆さん

参加費は食事ドリンク付1,000円、アルコールがついて1,500円

■ ﹁さくら茶屋﹂でのランチの際︑

消費税アップ後も﹁茶屋﹂は価格

が増税前︑下が増税後で﹁松花堂﹂
の場合１２円の増税です︒したがっ

を据え置くことで︑実質値下げを

▼﹁さくら茶屋﹂は曜日毎にスタッ
フが変わるため︑曜日でサービス

て本体価格は６４９円が６２７円

珈琲がサービスだったり︑別料金だっ

が異なります︒特にデザートはラ

に値下げとなります︒逆に仕入れ

しています︒左票のレシートは上

ンチとの兼ね合いなどから果物︑

費用は増税となるためやり繰りが
大変です︒これからは節約効率化

たりしているけど何故ですか？

甘味類︑珈琲と様々です︒今後変
更もあり得ますが︑当面月曜と水

に努力し︑現状のサービス維持に

び掛けさせて頂くことにしました

努力していきたいと思います︒
■ そこで︑お客さまへのご協力を呼

曜は珈琲のサービスと致します︒

▼ 価格は瓶ビールだけを設定して

■ ビール類の料金がまちまちのよう
に感じますが？

缶ビールをお出ししたようで︑そ
の際の料金設定が想定外のため不

す︒プラごみの排

袋の経費も軽視で
きない額になりま

い ま し た ︒ た だ 欠 品 が 生 じ た 場 合︑ ▼ 支 出 の 中 で ︑ レ ジ

徹 底 で し た ︒ 価 格 の 再 設 定 を 含 め︑

出削減という地球

環境の問題からも見直しが求めら
れる時代となっています︒今後は

今後は以下の料金といたします︒

瓶ビール︵中瓶︶４５０円
缶ビール︵３５０㎖︶３００円

お持ち帰り品を希望されるお客さ

ろしくお願い致します︒

まには出来る限り﹁マイバック﹂
持参をお願い致します︒ご協力よ

２００円︑

ノンアルコール缶

▼ ご心配ありがとうございます︒

■消費税が１０％になったけど︑
﹁茶屋﹂はどうなったの？大丈夫？

２０１９年１１月
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湯村さんのスケッチ訪問連載も丸２年を迎えました。金沢区の見どころに始まり
今は横浜港の名所にきています。今回は皆さんおなじみの「赤レンガ倉庫とベイブ
リッジ」です。みなとみらい地区から見た風景が描かれています。線で描かれたス
ケッチなのですが、見ているとスケッチが色づいて来ます。これって私だけ？

＜その他の事業１１月の催し＞
さくら体操

＜西柴団地自治会館にて開催＞
◆11月１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

折り紙教室

＜さくらカフェにて開催＞
◆11月11日（月）10時〜11時半
材料費はご負担下さい。折り紙教室は、毎月第
一月曜が定例ですが、月
曜日は祝日となることが
多く、その都度判断して
いました。今後は祝日の
場合は第2月曜に変更す
ることに致します。

おしゃべりカフェ

＜さくらカフェにて＞

◆11月20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

眉毛カット

＜さくらカフェにて開催＞
10時〜11時半
カット500円、メイク200円をご用意下さい

◆11月25日（月）

11月のポールウォーキングは10時集合
11月は毎週土曜の朝10
時に「さくら茶屋」前に
集合してウォーキングを
行います。さて西柴近辺
どこか分かりますか？

その他のお知らせです
偶数月の１日は「お赤
飯」の販売日（12月は2
日）です。従来は祝日に
販売していましたが、今
年から変更しています。
数に限りがありますの
で、ご希望の方は事前にお申し込みください。
2014年に開設した「さくら茶屋」ホームぺージ
も5年以上が経過し皆さまにご覧頂き、この10月で
10万件を突破しました。ありがとうございます。
長年「鎌倉彫教室」を師事されてきた田中先生が
今回退任されたことで、その後の「教室」のあり方
を生徒さん中心に話し合って来ました。今後は、生
徒さん中心に「愛好会」として活動していきます。
興味をお持ちの方は、さくら茶屋までお電話下さい。
秋の「さんま焼き・店頭販売」を10月に実施し
ました。焼き手は４名のお
じさんです。奮闘しながら
150匹を焼き上げて、そ
の後はぐったり、最後は仕
上げのビールをうまそうに
飲み干していました。

