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特定非営利活動法人さくら茶屋にししば発行

昨年度一年間「さくら茶屋」が開催した

３０年度の参加者トップ10と活動
（

）内は年間開催数

大家族食堂 ・・・・２０６３名（２２回）
げんきライフ・・・・・・ ５６３名（４５回）
西柴夜話・・・・・・・・４９９名（１１回）
ポールウォーキング ３１７名（３６回）
さくら体操・・・・・・・・１９９名（１１回）
子どもイベント・・・約１８０名（ ５回）
折り紙教室 ・・・・・・１７６名（１１回）
歌の集い ・・・・・・・・１５３名（ ６回）
認知症カフェ・・・・・・１４７名（１１回）
麻雀スクール・・・・・１４１名（１３回）
別枠 包丁研ぎ１７４丁
上記トップ10のあとは
▶先ず飲もう会 ▶「ぼたんの会」 ▶おしゃ
べりサロン ▶眉毛カット ▶句会 ▶肩
ほぐし＆指圧マッサージと続きます。
その他、お出かけ，講演会、各種教室、
買い物支援などを行いました。

TEL/FAX 045-516-8560
発行責任：岡本溢子

﹁ さ く ら 茶 屋 ﹂ は 西柴 に 住 む 方 々 が い
つま でも 地域と のつ なが りを 保て る よう
﹁地 域の 居場所 ﹂を 開設 し︑ 下記 の よう
なラ ンチ や喫茶 の提 供を 主な 事業 と して
行っ てき ました ︒今 回は 曜日 固定 の ﹁茶
屋﹂ のメ ニュー を紹 介し てい ます が ︑３
軒と なり の﹁カ フェ ﹂で はワ ンプ レ ート
でのメニューを提供しています︒
そ の他 にも交 流促 進を 図る ため ︑ 地域
の皆 様の 声を聞 きな がら 数々 のイ ベ ント
を企 画・ 運営し てき た結 果︑ 昨年 度 の各
イベ ント 参加総 数は 過去 最高 とな り 五千
人を超えてきています︒
全 体的 には︑ 来店 する 年代 層も 広 がり
喜ば しい と考え ます が︑ 一方 で︑ 高 齢化
も進 んで きた中 で﹁ 夕方 以降 のイ ベ ント
には 参加 しづら しく なっ てき た﹂ と の声
も聞 かれ ます︒ でき る限 り皆 さま の 声を
取り 入れ ながら 今後 とも 運営 した い と考
えて おり ますの で︑ ご希 望︑ ご意 見 があ
れば 遠慮 なくス タッ フに お聞 かせ い ただ
ければと思っています︒
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「さくら茶屋」はこの５月から１０
年目に突入しますが、昨年度の各種
イベントへの参加者数は5000人を
超し、過去最高となっています。

「 さくら茶屋」自慢のランチメニュー 左から月曜・・・・土曜日と並びます

ゴールデンウィーク：４月２７日〜５月６日の間、茶屋・カフェとも１０連休となります
６月の西柴夜話は
99回目です
99回目にふさわしく

〜人生いろいろ〜
９４歳、翁語る
◆６月１３日（木）1８時半〜
◇ さくらカフェにて
◆ 参加費は５月と同様
◇ 出演は 西柴在住

兒玉 孝男さん
１００回を前にした西柴夜
話に、これまでの出演者最高齢
の兒玉さ
んを迎え
てお話を
お聞きし
ます。

出演：金沢区街の先生 今田 弘さん

日時：５ 月16日（木）１８時半〜2０時半
▶ご注意ください
日程を９日から変更致しました

場所： さくらカフェ
1,000円
参加費は 軽食ドリンク付
〜アルコール付は1,500円
「さくら茶屋」発足以来毎月継続して開催
してきた西柴夜話も、もうすぐ100回目を迎えます、98回目の今回は金沢
区の街の先生・今田さんに「手品」を披露していただきます。
今回はマジックの披露だけでなく、参加された方にも一芸を習得していた
だこうとタネあかしもあるといいます。お楽しみください。
ゴールデンウィークで休業となり、参加申し込みの日数を確保できないこと
から日程を変更しました。参加ご希望の方は、できる限りお電話願います。
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５月１６日（木）14:00〜15:30
参加費は５００円
歌の集いでリードするのは健康歌声サロ
ン（リーダー石津光明さん）グループの皆
さんです。奇数月実施の集いですが、4月
は「西柴夜話」にも登場（写真）していた
だきました。この日はバイオリンとピアノ
も加わってパワーアップした伴奏、夜のタ
ンゴやシェルブールの雨傘、神田川などバ
イオリンがひきたつおなじみの曲を選曲していた
だき全員合唱
で楽しみまし
た。
リクエスト
曲も可能な歌
声喫茶です。
ぜひお越しく
ださい。

５月１３日（月）と ２７日（月）
一丁４００円
宮野さんの包丁
研ぎボランティア、
月2回、一回当たり
原則一家庭一本で
す。事前予約ですの
でお電話で申込を。

５月２５日（土）17:00〜20:00
会費は３０００円程
毎月最終の土曜日に開催している「先ず飲
もう会」、先日は女性の参加が多い飲み会と
なりました。この日はお酒の種類も多種あり
ましたが、ご馳走が豊富でした。
長崎に長い間お住まいだったご婦人は具だ
くさんの長崎ちゃんぽんを大皿に盛って差し
入れていただきました。佃煮などを自分でつ
くるご婦人からも、更にはローストビーフの差し入れ
などもあり、「さくら茶屋」ご自慢の料理と合わせ、
味よし、量よし、バ
ラエティーに富んだ
ご馳走でした。いつ
もこうはいきません
が参加者からは「こ
れで3000円」とほ
ころんだ顔がいっぱ
いの会食でした。

ＨＰ：ｓａｋｕｒａｃｈａｙａ．ｍｏｏ．ｊｐ

５月１０日（金）17:30〜20:00
５月２４日（金）17:30〜20:00
大人300円高校生以下100円幼児無料
「さくら食堂」を開始して2年半が経過し
ました。当初は来店者が６0名を超すとスタッ
フも大わらわでしたが、最近は100名前後
が通常となってきたことから慌てることなく
応対できています。そのためここ数回80名程に減少
すると「今日は人出が少ないわね」とまで感じるよう
になっています。4月に減少したのは中学校に進学し
た年代のグループが部活体験でこれなかった事にある
ようですが、逆に急に増加することもあることから来
店人数が読めないのが悩
みでもあります。
嬉しい状況もあります。
お父さんもそろって一緒
に来店いただく家庭が増
えてきたことです。大家
族食堂にふさわしいかた
ちです。みなさんも揃っ
てお越しください。

５月９日（木） ・ １６日（木）
２３日・ ３０日（木）の午前
参加費は７００円
4月の「げんきライフ」には金沢区で活
動する「街の先生」3人組が来られて指導
いただきました。椅子に座りながらの少
し頭も使った手足の体操、アロマの香り
を実際に試しながらその効果のお話、マ
ンボのリズムにのっ
てステップを練習
するダンス体験等
です。毎回工夫を
重ねるプログラムに
参加者から感謝の声
が出されています。

５月１２日（日）10:00〜11:30
日曜日は本来休業日、月一回だけ午
前中オープンする居場所「認知症カフェ」
です。認知症になっても地域とつながっ
ていることが大切と考えます。居心地
を考慮し茶屋スタッフが皆さんをお席
にご案内いたします。ご来店ください。
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麻雀スクール・５月は10日(金)と28日(火)９:30〜

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

生徒さんは初心者といっ
てもいちから習う人もい
れば︑若い頃少し覚えた
がその後は全くしていな
い人など様々です︒だか
ら講師陣は︑その方々の
技量に応じて補佐するか
たちをとっています︒
そこで講師が入って卓
を囲むグループや︑講師
が後ろに付きっ切りでア
ドバイスをする形態がで
てきます︒当然︑参加者
の感想も﹁上がった後の
解説をもっとやってほし
いし︑皆さんの感想も聞
きたい﹂とか﹁私にはマ
ンツーマンで丁寧に教え
てくれるのでとても感謝
しています﹂など様々な
声が出されます︒

毎月2回、第2金曜と第4火曜日に「さくらカフェ」で開催
されている麻雀スクールをのぞいてみた。初心者向けの教室
で、この日は3卓を囲んで生徒さんが11人、圧倒的に女性が
多い。それを6名の講師陣がサポートしている。右の写真は
教室終了後、食事をとりながら反省会を行う講師の姿です。

それら
を講師陣
は終了後
の反省会
で︑次回
に生かそ
うと話し
合ってい
ます︒
講師陣に今の課題を聞
くと︑最大の問題は﹁時
間が短いこと﹂のようで︑
現行の一回２時間を倍に
したいとか︑別の日程を
考えるとかの声が出され
ます︒
ただ︑﹁ワイワイやっ
てて楽しいし︑コミュニ
ケーションも図れるので
とても良い︒頭の体操に
なるし︑ルールとか上が
り方の基本︑用語などを
もっと学びたい︒今後の
楽しみが増えた﹂などの
生徒さんの意欲的な声を
聞くと︑このままでもい
いのかなという意見も出
されています︒
﹁スクール卒業生同士
の大会開催で︑優勝者に
は商品も出すなどもいい
よね﹂など︑この先の展
開にも楽しみが持てる︑
そんな反省会でした︒

５月１８日（土）13:00〜14:30
「さくら茶屋」は特定非
営利活動法人（ＮＰＯ）と
して比較的長期にわたり運
営してきていることもあり、
横浜市内外からよく視察や
見学に来られます。先日も
横浜・東寺尾地域から29名
の方が訪れました。
成り立ちの経緯や活動内
容をスライドで紹介し、お食事も召し上がっていた
だくのですが、交流会の中で一番よくだされる質問
が「継続できる秘訣」です。これにはいつも「ほぼ
無償だけど、無理なく楽しくをモットーに活動する
スタッフの献身と、継続運営を支える地域の方々の
支援と協力の力」を説明しています。
これはこれからの継続にも欠かせぬ力です。今後
とも皆さまのご協力をよろしくお願い致します。。

まろやかな音色のオカリナ、初めての
人も吹きやすい半面、奥の深さもあるよ
うです。オカリナ
がなくても構いま
せん。参加費はコー
ヒー代を含めて
500円です。

５月１7日（金）14:00〜16:00
さくらカフェにある箱に事前に提出い
ただいた俳句を
句会で発表、講
師からコメント
をいただきます。
参加費はコーヒー
代含めて500円。
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湯村さんのスケッチ訪問、今回より開港１６０周年を迎えた横浜港にまつわる「絵」を掲載していきます

その他 ５月の催しの紹介です
折り紙教室
◆ ５月はゴールデンウィーク期間のためお休みします。

6月は3日（月）を予定しています。

さくら体操

＜西柴団地自治会館で開催＞

◆５月１０日（金)10時〜11時半

渡辺先生指導による誰でもできる楽しい体操です。
参加費は200円。気軽な服装でお越し下さい。

おしゃべりカフェ
◆５月１５日（水）

＜さくらカフェで開催＞
10時〜11時半

行政書士さんも参加しますので、お悩みの問題も簡
単な内容であれば相談も可能です。

眉毛カット

◆５月２７日（月）

＜さくらカフェで開催＞
10時〜11時半

美容師さんがボランティアで行います。
眉毛カット500円 メイク200円をご用意下さい

５月のポールウォーキング

日時：５月２５日（土） １０時金沢文庫駅集合予定
費用は、お食事代を含めても約2,000円ほど
保険申請のため参加希望者はお電話ください
毎年この時期、宿場巡りをしています。
東海道53次の品川、川崎、神奈川宿と歩いてきたので、
今回は４番目の宿を歩いてみたいと思います。
見どころとしては、軽部本陣跡、金沢横丁道標跡、橘樹
神社、浅間神社などで
途中、松原商店街など
を通るコースを考えて
います。今後、変更も
あり得ます。詳細は
「さくら茶屋」にお尋
ねください。

◆５月のポールウォーキングも毎週土曜日１０時

に「さくら茶屋」前に集合して行います。ご参加く
ださい。但し、連
休中の５月４日は
お休みします。
（ 写真 ）
４月６日に訪れた
称名寺のさくらは
満開で,した。

「さくら茶屋」は引き続き継続運営に努力していきます。
現在、これまで私たちの活動を支えていた
だいた賛助会員の方々にお便りを差し上げ、
更新のお願いをしています。引き続きご支援
いただきますようよろしくお願い致します。
あわせて、新規の会員も募集しております。
ご賛同いただける方は私どもへお申し付けく
ださい。ご協力ご支援をお願い致します。

