月の営業は基本的に
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は 月とほぼ同じで︑お
弁当販売・テイクアウト
中心となります︒
店内飲食も店頭のテラ
ス及び︑カフェを利用し
ていただきます︒ただこ
れまではお弁当を中心に
お出ししていましたが︑
今後はご要望があればラ
ンチ形式︵コーヒー付︶
でお出しすることといた
します︒但し曜日によっ
ては準備の関係がありま

すので事前に︵できれば
前日までに︶お申込み頂
くことになります︒当日
の場合はお弁当の提供と
なる 場合 が あり ます ので ︑
ご承知ください︒
カフェでの人数制限は
６名ですが︑ 名程度ま
で緩和します︒但し多人
数の場合は机の配置など
の関係もありますので人
数が多くなる場合は事前
にご相談願います︒
10

TEL/FAX 045-516-8560
発行責任：岡本溢子

神奈川県内の一日当たりの新規感染者数が10月後半から10数名という日
が続いてきたことから、「さくら茶屋」の運営も制限緩和の方向で検討して
います。ただ、諸外国での感染拡大や、冬場に向かう時期であることも勘案
しながら対応していくことになります。お客様のご協力をお願い致します。

神奈川県は、飲食店等
の感染防止対策を見える
化する仕組みとして「マ
スク飲食実施店」の普及
に取り組んでいます。
「さくら茶屋」は県の現
地確認を受けこの認証を
受けました。皆さまの
ご協力をお願いします。

各イベント関連は新た
に再開するものもありま
すので次ページ以降をご
覧ください︒
寒さも本格化してきま
すが定期的に換気を行い
ます︒食事以外時のマス
クの着用を含め︑これま
でご協力いただいた感染
対策は︑今後ともお守り
いただきますようよろし
くお願いいたします︒

﹁さくら茶屋物語﹂
を読んで
井田淑子

﹁居場所が街を動かす﹂から
﹁居場所が街を動かした﹂に
なりました︒それは地域コミュ
ニティに根ざした活動を十年
続け︑多くの困難にもかかわ
らず︑すっかり定着させたか
らです︒かかわったすべてに
敬意を払いながらこの本を読
みました︒
住民やボランティアの方︑
行動力と鷹揚なリーダー達の
努力が実を結んでいった歴史
がずっしりと詰まっている
﹁さくら茶屋物語﹂です︒町
の宝物です︒
市外からたびたびお世話に
なっている私も︑自分の町に
こんな居場所がほしいと思っ
ています︒

2021年2月10日発行
四六判並製・256頁
定価1800円＋税（店頭割引有）

特定非営利活動法人さくら茶屋にししば発行
第１４６号（１）
２０２１年１２月

「さくら茶屋」年末年始は２週間のお休みを頂きます１２月２６日から１月１０日まで

冊子発行後も「さくら茶屋」への取材が増えています。「10年も続く
秘訣は？」「何故スタッフが80人以上？」そんな疑問にすべて答える一
冊です。読まれた方から感想文が届きました。「居場所」の持つ力、素晴
らしさを是非皆さんにも手に取って感じていただきたいと思います。

２０２１年１２月

第１４６号（２）

１２月１０日（金）10:00〜11:50

ＨＰ：ｓａｋｕｒａｃｈａｙａ．ｍｏｏ．ｊｐ

１２月１８日（土）17:00〜18:30

お久しぶりの開催です。理容師さんが
「さくらカフェ」に出張して、格安でカッ
ト・メイクを行ないます。コロナ対策や
物の値上り等があり経費が上昇している
ことから、恐れ入りますが従来の値段を
見直しをさせて
いただくことに
なります（カッ
ト＆メイク込料＝1000円
店舗では1200円）。所
要時間は15〜20分、待
ち時間をなくすため、事
前予約をお願い致します
（11:50は最終予約）。

お酒を飲むだけの目的で交流する会で
す。しばらく中止していましたが、12
月は開催を予定しています。
「さくらカフェ」に来店して参加する
人数を制限し、同時にリモートでの参加
も可能にします。いわゆるコロナ禍であ
らわれ
たハイ
ブリット形式で
しょうか。参加
ご希望の方は
「茶屋」までお
電話をお願い致
します。

１２月６日（月）13:30〜15:00

１２月１０日（金）17:00〜18:30

１月はお正月のためお休みします
季節に応じた折り
紙を追求しています。
最近は「赤とんぼ」
歌舞伎の「連獅子」
を折りました。自由
参加ですが、「３密」
防止のため参加ご希望の方はお問い合わせ
ください。 材料費は各人の負担となります。

１２月も月曜・木曜の午前中開催
横浜市から委託を受けた「介護予防・生活
支援サービス」事業です。高齢者の元気づく
りのため、週一で「さくらカフェ」に通って
いただき、体操や脳トレ、物づくり、DVDや
YouTube鑑賞などで楽しんでいます。
先日は、理学療法士の講師をお迎えしギタ
ビリ広場（ギターとリハビリ＝写真）を楽し
みました。ギター伴奏での合唱、座位・立位・
歩行の各姿勢の個別
指導があり、いつも
と違った新鮮なプロ
グラムとなりました。
現在は参加人数に制
限がありますので参
加希望者はご相談く
ださい。

１2月は１回のみの開催となります
誰でもがご利用いただける食堂です。カレー
のテイクアウトで。大人200円、高校生以下
100円、幼児無料です。12月24日はクリス
マスと重なるため中止し、12月は1回となり
ます。事前予約が必要で、前日までに電話か
メールにてお申し込みください。メールは
sakuracafe2448
@gmail.comです。
テイクアウト形式も定着
し今では100名以上の方々
が利用しています。店内で
の飲食はもう少し時間がか
かりそうですね。

１２月３日（金）10:00〜12:00
１月は14日に開催を予定しています
金沢区スポーツセンター・インストラ
クターの渡辺さんが指導します。西柴団
地自治会館
で実施して
います。お
気軽な服装
でご参加ください。
参加費は20 0円と
なります。

▼ １１年目のハロウィンイベント︑
商店街と共同企画してから８回目にな
りました︒昨年に引き続き︑コロナ禍
での開催でしたが︑参加者は幼児１５
名︑小学生２３名︑地域家庭１３軒︑
商店街５店舗のご協力にて︑無事に開
催できました︒
▼ コロナ禍で密集を避けるため︑幼
児の分は商店街様の分もさくらカフェ
にてまとめてのお渡しとなりましたが︑

来店してくださった親子はみなさんと
ても喜んでくれていました！かわいく
仮装した子どもたちに仮装したスタッ
フからも笑顔が溢れました︒
▼ 小学生で初めて街歩きをしたこど
もたちは︑﹃こんなにたくさんお家回
れるの？﹄﹃すごいねー！﹄﹃楽しい
ねー﹄﹃コロナでつまんなかったから
嬉しい！﹄とおおはしゃぎでした︒
▼ ﹃コロナ禍で楽しいイベントが軒

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

並み中止︑こどもたちに地域で楽しい
思い出作りをありがとうございます﹄
というお声もたくさんいただきました︒
これもご協力くださったみなさまの
おかげです︒ありがとうございました︒

１２月２２日（水）です

未就園児 １３:３０頃〜
小学生 １５:３０〜
詳細＆申込みは、「さくら茶屋」
ホームページで受付します
申込み期間12月１日〜５日

▼ １２月２２日はクリスマス子ども
イベントです︒楽しい思い出をまたいっ
ぱい作りましょう︒皆さんのご参加を
お待ちしています︒

「さくらカフェ」に
集っての全員合唱はも
う少し先になりそうで
す。今はリモートでの
集いです。参加ご希望
の方は、ズーム機能が必要で、事前に参加申し込
みをしていただきます。参加したいがよくわから
ないという方は一度ご相談ください。
参加費は一回250円となります。前納、後納どちらでも
構いません。徴収方法は個別に相談させていただきます。

参加ご希望の方は、事前に詠
んだ句を提出（さくらカフェに
回収箱あり）していただき、そ
の句を
句会参
加者同
士で感想等を出
し合いながら交
流します。

１２月１５日（水）14:00〜15:30

１２月１７日（金）
14:30〜16:00

特定非営利活動法人さくら茶屋にししば発行
第１４６号（３）
２０２１年１２月

２０２１年１２月

第１４６号（４）

ＨＰ：ｓａｋｕｒａｃｈａｙａ．ｍｏｏ．ｊｐ

金曜日のランチメニューに、コロナ禍では控えていますが夏限定の冷
たいおそばがあります。そのつゆが好評でしたので今回紹介いたします。
出汁とかえしと分けて作ると保存ができ、残ったら味噌汁や煮物に応
用できるので重宝します。

【 金曜のテイクアウト 】
現在、金曜ランチとして蕎麦類
の提供は控えています。緩和が進
めばまたお出ししていきます。
いまテイクアウトとしてはお弁
当以外に、お手軽で人気なお稲荷
（200円）、ちらし（250円）を
提供しています。

【 材料と作り方 】
出汁：パック詰めの出汁の素を使
います。
水：500㏄ 出汁パック1袋
冷蔵庫で2〜3日保存
返し：醤油180㏄、みりん90㏄、
砂糖50g
冷蔵庫で1週間〜10日保存
（ペットボトルなどに入れて
冷蔵庫に）
▶出汁と返しの割合は基本4：1で
すが、お好みで調整を。
▶市販のつゆの素とはひと味違い
ますのでどうぞ試してみてくだ
さい。

＜ 12月１日（水）お赤飯販売します ＞

１２月２１日（火）10:30〜11:30
小さなお子様と保護者を対象に、地域子育て支援
拠点「とことこ」とさくら茶屋がコラボしオープン
するキッズです。10家族限定で事前予約が必要で
す。予約・調整・キャンセルはすべて「とことこ」
で受付けています。参加
をご希望される方は電話
（045-780-3205）を
お願いします。12月分
は7日から受付けます。

偶数月の1日は「お赤飯」を販売
事前予約をお願い致します。

＜ 国際交流を一緒に企画しませんか？＞
国際交流企画を一緒に進める
方を募集しています。関心のあ
る方は一度お電話ください。
お待ちしています。

毎週土曜日10:00集合で歩きます
１２月４日（土）15:00〜16:30
西柴近辺の有志の方が、毎月第１土曜日に「地
域の居場所」について語り合う会議です。現在は
コロナ禍のためズーム機能利用してのリモート会
議です。参加は自由ですので、参加希望者は「さ
くら茶屋」までご連絡ください。
現在は、この7月に横浜
市大の学生さん中心に実施
したアンケート結果の分析
と、居場所の在り方の論議
をしています。

専用ポールを持って歩くことで、正しい姿勢のまま
歩幅を広げてバランスよく歩けるようになるポールウォー
キング。皆さんも体験してみませんか。
毎週土曜の朝、10時に「さくら茶屋」前に集合して、
西柴界隈を１〜２時間歩きます。
写真に紹介した能見台付近や、長浜。野島等にも足
をのばします。皆
さんのご参加をお
待ちしています。
尚、年末年始期
間（来年1月1日と
8日）はお休みとな
ります。

