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１０月２０日いきいきフェスタに出店します

「海の公園」で開催される恒例の「金沢まつりいき
いきフェスタ」に、「さくら茶屋」は金沢区内の5つ
のコミュニティカフェと協働して出店します。「フェ
スタ」にお越しの際は是非お立ち寄り下さい。

TEL/FAX 045-516-8560
発行責任：岡本溢子

テント名は﹁つながり
ステーション﹂︒金沢区
役所地域振興課・区民活
動センターがつなぎ役と
なり︑金沢区内のコミュ
ニティサロンと一緒に地
域における支えあい活動
を推進する組織です︒
ここに集う各拠点が予
定している主な出展内容
を紹介します
▼さくら茶屋にししば＝
お好み焼き・ビール＆
ジュース
▼ジュビのえんがわ＝駄
菓子各種︑ラムネ
▼もりのお茶の間＝フラ
イド・オレオ︑ホット
サンド
▼リトルハウス＝手作り
の手芸品など各種
▼ウェルカフェ＝ホット
コーヒー
▼釜利谷ふれあいカフェ
＝餃子︑ぜんざい︑ア
イスクリーム
テントでは︑各団体の
活動内容をパネルで紹介
したり︑飲食も可能なス
ペースも設けて皆さまを
お待ちしています︒居場
所づくりを考える方のた
めの﹁相談コーナー﹂な
ども設けています︒
いきいきフェスタは︑
日︵ 土︶海 の公 園 で 時
から 時半まで︵荒天時は
日に順延︶で開催されま
す︒抽選会などもあり︑
楽しい企画がいっぱい︒
是非﹁つながりステーショ
ン﹂にもお越し下さい︒
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昨年度のいきいきフェスタの風景です。
一日中雨模様でした。今年は晴れます様に。

10月の

10

横浜海軍航空隊を知っていますか

１１月の西柴夜話は
柴町在住
１１月８日19時〜21時
さくらカフェ
八雲の作品を語りで
紹介します
語り手：木村佐保子さん
当日のゲストとして、小
泉八雲御令孫
稲垣明男氏が
参加されお話
しされます。
どうぞお越し
ください。

嬉 昌夫さん

日 時：10月11日(木)
19時〜21時

場 所：さくらカフェにて
参加費：1000円（軽食ドリンク）
〜1500円（アルコール有）
お花見の名所でもある富岡総合公園、ここには戦前、横浜海
軍航空隊がありました。昭和11年に飛行艇（写真）隊として開
設され、根岸湾を発着場としてたようでです。この隊はソロモ
ン諸島の島ツラギで400名近くの隊員が玉砕したといいます。
こうした悲劇を繰り返してはならないと、日本軍兵士の遺骨収
集などを続けてきた国際協力機構の職員であった嬉さんが語り
継ぎます。どうぞご参加ください。
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１０月１２日（金） と ２６日（金）
１７時〜２０時 於：さくらカフェ
9月の「さくら食堂」は夏休み明けということもあっ
てか、子供同士が誘い合って来店する数が増えてきまし
た。そうした子供たちから「カフェではなく、茶屋のテ
ラスを利用させてほしい」と注文が出されました。「10人もいるのでワイワイうるさいので他の方に迷惑だと思う
から」との理由です。だんだん大人になっていくのですね。成長を見るのもスタッフの楽しみのひとつです。
「さくら食堂」にはいつも地域の方々がが応援してくださいます。今回もお米Ｈさん、じゃがいもＴさんの寄付が
ありました。そうした応援もあり採算ギリギリではありますが運営ができています。本当にありがとうございます。

10月14日(日)10時〜
１０月毎週木曜日
10時〜13時すぎ
於：さくらカフェ
9月の「げんきライフ」には、横浜
でコミュニティカフェを運営している
方々が、参考にしたいと見学に来られ
ました。プログラムに一緒に参加され
「楽しい時間、あっという間でした」
との感想がだされていました。参加希望の方はあらかじめお電話下さい。

10月８日(月)、22日(月)10時〜
研ぎ職人の宮野さんによる「包丁研ぎボラ
ンティア」です。毎月2
回、包丁に限ります。一
家庭一丁、研ぎ代として
4 0 0 円をご用意くださ
い。切れ味抜群、トマト
を切るとよくわかると評
判です。

10月20日13時〜15時

5月から開始し
ているオカリナ教
室。経験者はもちろん、やってみ
ようかなという未経験者でも構い
ません。比較的音の出しやすい楽
器、始めてみませんか。

認知症の方も気軽に参加できる「オ
レンジデー」、9月の集いでは「高齢
者の運転」や「ホームへの入居」問題
が話題となり経験交流がなされました。
介護の悩みや認知症ケアが話題になっ
たことも、そんな話題も気軽に話せる
場です。どうぞお出かけください。

10月27日(土)17時〜

於：さくらカフェ

近場で安く飲めて、しかも地域住民の交流もできる、そんな場
が毎月最終の土曜日に実施して
いる「先ず飲もう会」です。
持ち込みなどもあるため、つ
まみとお酒はふんだんにあって
参加費が約3000円。自由参加
ですが、あらかじめ予定されて
いる方は先にお電話下さい。

10月19日(金)
10時〜11時半

10月12日(金)9時半〜
10月24日(水)9時半〜

俳句に興味を
持たれる方が多く、定期的な勉強
会や句会の開催の要望がありまし
た。そこで月一回程度、指導者を
招いて勉強会を始めます。ご希望
の方はお越しください。

９月から開始し
ました。定員8名
のところ13名の参加で盛況でした
「楽しかった、次回も楽しみ」と
の声も。ただ今後も原則定員は8名
で調整していきたいと思います。

場所はすべて「さくらカフェ」で行います。定員がありますので希望者は事前にお電話ください。
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今年のハロウィンは１０月３１日（水）です

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

﹁ハロウィン街歩き﹂は百
名を超す子供たちが十人ほ
どのチームに分かれて町内
の各公園などからパレード
を開始し︑協力家庭を回っ
て最終的に﹁さくらカフェ﹂
に集合し解散するという催
しです︒
未就学児はお母さんも付
き添いで回るため︑この時
間帯は街中がパレードで賑
わいます︒もしパレードに

「さくら茶屋」が企画し、西柴ショッピング
センターが協賛する「ハロウィン・西柴パレー
ド」、今年は10月31日に行います。100名を
超す子供たちが街中を練り歩くと、街の雰囲気
も一変します。皆さまのご協力をお願いします。

横浜パンの
販売について

１０月２７日（土）
バザーは１１時〜
さんまは１１時半〜

10月30日(火)9:30〜12:00

ハロウィン街歩きの参加
申し込みは「さくら茶屋ホー
ムページ」（「さくた茶屋
にししば」で検索してくだ
さい）からのみとなります。
一般の申込みは9月28日
10時から受け付けます。
定員になり次第締切です。
この広報誌が届く時期が
地域により遅れる場合があ
りますがご了承ください。
イベント詳細については
ホームページをご覧くださ
い。
【パレード当日の行動は】
１０月31日15:30集合
17時終了予定
参加費：子ども300円
当日は仮装しお菓子を
もらう入れ物をもって指定
された場所に集合します。

サンマの季節︑﹁今年は
いつやるの﹂との問い合わ
せもあります︒そこで恒例
のバザーと﹁さんま焼き﹂
を左記日程で行います︒
いつも︒ご協力ありがと
うございます︒バザー品の
提供は 月 日〜 日の間
に﹁さくら茶屋﹂までお持
ちいただきたいと思います︒
宜しくお願い致します︒

パンを求めるお客さんも
多く、今年の2月から「横
浜パンの家」の製品を仕入
れ販売しています。
これまで毎週月曜と木曜
に仕入れて販売していまし
たが、当面、火曜日のみの
仕入れとなります。ご不便
をおかけしますが、よろし
くお願いいたします。

出会った
際などは
是非
﹁ハッピー
ハロウィ
ン﹂と声
をかけて
いただき
子ども達
の思い出
作りにご
協力いた
だければ
と思いま
す︒

昨年のハロウィンパレードの様子

参加受付と当日行動

10
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25

10月23日(火)10:00〜12:00

10月16日(火)13:00〜15:00
金沢区の「街の先生」によるミニ講座で、場所はすべて「さくらカフェ」で行います
練りからはじめ、
手打ちうどんを作
りランチとして試
食します。更に、
４〜5人前を持ち
帰ります。

講師 ：村田

秀雄 先生
☎：090-8640-4481
定員は 12名、参加費は 1500円

声に出して読む
だけで、心が安ら
ぎ元気がわいてく
る、人生を豊かに
してくれる名分名
句です。
講師 ：江崎

夏夜 先生
☎：045-349-2939
定員は 20名、参加費は 100円

布の花と可愛い
小物でクリスマス
飾りを作ります。
プレゼントにも最
適、一緒に作って
みませんか。
講師 ：島根千恵子

先生
☎：045-783-0364
定員は 10名、参加費は 700円

参加申し込みは、それぞれの先生に直接か、「さくら茶屋（045-516-8560）までお電話ください

２０１８年１０月

第１０８号（４）

ＨＰ：ｓａｋｕｒａｃｈａｙａ．ｍｏｏ．ｊｐ

横浜の観光スポット・八景島シーパラダイス、島内への入
場はフリーのため、お散歩に訪れる方も少なくありません。

健康づくり・ポールウォーキング

＜ ほっとサロン事業10月の催し ＞
８月の日曜日︑青春⒙きっ
ぷを利用し︑伊豆の城ヶ崎海
岸にいってきました

年に１〜２回、ＪＲ青春１８きっぷを利用して遠出
のウォーキングに出かけています。今回は伊豆の東海
岸、門脇灯台とつり橋や蓮着寺などを訪れウォーキン
グしてきました。
毎週土曜日実施しているポールウォーキング、夏の
間は熱中症を避け夕方実施していましたが、10月から
は午前中に移します。10月からの土曜日は朝10時ま
でに「さくら茶屋』前に集合、西柴近辺を歩きます。
近くにコンビニ
等がないため、日
用品などを販売し
てほしいとの要望
から、ミニミニコ
ンビニとしていく
つかの商品を販売
してきています。
最近、少しづつ定着化してきたのか利用が増え
てきています。ご希望の商品など、ご意見があ
りましたならお聞かせください。

折り紙教室

＜さくらカフェにて＞

◆10月１日（月）10時〜11時半

材料費はご負担下さい。自由参加です

さくら体操

＜西柴団地自治会館にて開催＞

◆10月５日（金）10時〜11時半

参加費無料、お気軽な服装でお出かけ下さい

肩ほぐしボラ

＜さくらカフェにて＞
９時半〜11時半
10分500円、恐れ入ります、今回が最終です

◆10月２日（火）

おしゃべりカフェ

＜さくらカフェにて＞

◆10月17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＞
10時〜11時半
眉毛カット500円、メイク200円となります

◆10月22日（月）

ぼたんの会

＜西柴団地自治会館にて開催＞

◆10月26日（金）10時〜〜11時半

参加費300円、お茶とケーキがでます

皆さまの参加をお待ちしています

