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特定非営利活動法人さくら茶屋にししば発行

「さくら茶屋」は2010年に開設して以来、「子供は
地域の宝」と考え、当時幼稚園児のママさんだった方々が
チームスタッフとなり「子供イベント」を実施してきまし
た。その間毎年企画・準備・運営を行ってきた結果、ハロ
ウィンなどは100名を超すイベントに広がりを見せてい
ます。今回は30人規模のイベントの紹介です。

▼今年５月で﹁さくら茶屋﹂
は丸九年となりま す︒毎年
歳時記に開催して きた子供
イベント︵ひな祭 り・端午
の節句・ハロウィ ンやクリ
スマスなど︶は今 年で八回
目を数えます︒
当時︑幼稚園生 だった子
ども達も︑今年の ひな祭り
では小学生最後の 最年長と
して参加してくれました︒

▼ 子供イベントに当初から
世話役として携わ ってきた
Ｈさんは﹁今回の イベント
を見て︑子供たち の成長ぶ
りに︑あたたかい 気持ちに
なった﹂と語ります︒
というのも︑今 年の﹁ひ
な祭り﹂の進行は 例年と趣
が変わっていまし た︒司会
も︑ゲームの進行 も︑読み
聞かせの選択から 朗読まで
すべて年長者が仕 切って行
われたのです︒

タネあかし
のある手品

５月の西柴夜話

◆ 出演：今田 弘さん
（金沢区在住）
◇ 5月 ９日（木）
18時半〜20時半
◆ さくらカフェにて
◇ 参加費は４月と同様
◆今田さんは金沢区の「街の
先生」として活躍されていま
す。貴方も明日は手品師？。

▼ 子どもたちが﹁この街で
過 ごしたことの思い出 づく
り ﹂︑これらの活動が ︑思
い 出の一ページにでも なれ
ば と思っています︒こ れか
ら も﹁さくら茶屋﹂は 皆さ
ん とともに︑子どもた ちの
成長を応援していきます︒

ゴールデンウォークのため、子供イベント
「端午の節句」は４月２４日開催です。参加希
望者はネット申し込み（１０日以降受付けます）。
定員３０名、１５時からさくらカフェで開催し
ます。参加費は子どもおひとり３００円です。

ゴールデンウィークは休業

TEL/FAX 045-516-8560
発行責任：岡本溢子

上の２枚は今年の雛祭り、下は過
去作成の鯉のぼりの顔出しパネル

石津バンド（演奏者）
鈴木美香子さん（ピアノなど）
石津光明さん（アコーディオン）
荒巻征夫さん（ギター）
五老海和幸さん（ギターなど）
星川万千子さん（ボーカル）
田中かおりさん（パソコン）

４月１１日（木）１８時半〜2０時半

３０分早まっています
日時：
場所：西柴団地自治会館 前号の案内から変更しています
参加費は軽食とドリンク付1,000円若干のお酒付きで1,500円

石津バンドは「さくらカフェ」で隔月に実施している「歌声喫
茶」の演奏者たちです。今回は、鈴木美香子さんを特別ゲストに
迎え聴かせる演奏も企画していただきました。是非お越し下さい。
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4月4日（木）、11日（木）
4月18日（木）、25日（木）

4月12日（金）17：30〜20：00
4月26日（金）17：30〜20：00

さくらカフェにて。参加費は、ランチ代
として700円。プログラムによって材料費
代（実費：100円ほど）がかかります。

さくらカフェにて。お代わり可能なカレー
とサラダの食堂。料金は大人300円、高校
生以下が100円、未就学児は無料です。

毎週木曜日の朝10時に開催します。13時
過ぎまでの3時間強、数々の趣向を凝らしたプログラ
ムで楽しみます。健康体操、脳トレ、朗読、折り紙や
ぬり絵、お菓子作り等々、その後おしゃべりしながら
の美味しい「お弁当」で会食をします。人数に制限が
ありますので、「さくら茶屋」まで相談ください。

4月14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。

4月12日（金） 9：30〜11：30
4月23日（火） 9：30〜11：30
さくらカフェにて。参加費は、コーヒー
付きで300円です。
現在3卓で運用、12名の定員で実施して
います。講師が各卓に１〜2名ついて指導し
ており、ワンクール3カ月（6回）単位で行っていま
す。はじめて来られた方でも、3カ月後にはほぼアド
バイス無しで楽し
めるようになりま
す。次回の受講者
の切り替え時期は
は5月の予定。ご
希望の方はご相談
下さい。

4月20日（土）13：00〜
オカリナを初めて行う方
や、オカリナを
持っていない方
でもOKです。
参加費はお茶付
きで500円です。

日増しに暖かさを感じる季節となり「さく
ら食堂」には毎回100名を超す方が来客されています。
そのため「さくらカフェ」では狭隘となり、「さくら
茶屋」も開放していますが、ご利用にあたっては譲り
合いなどを行っていただくことがでてきます。皆さま
のご協力をよろしくお願い致します。
この3月も
お米の寄付
（Ｈさん）が
ありました。
本当に助かっ
ています。あ
りがとうござ
いました。

4月20日（土）17：00〜20：00
さくらカフェにて。、参加費はお刺身
や小料理、お酒代込みで約3000円です。
お酒を嗜みながら世間話でもしようとい
う会です。持ち込みもOKのため、先月は写
真のようにジンベースの「ギムレット」を
カクテルして皆さんにふるまうということ
もありました。自由参加で申し込みは不要ですが、料
理の準備もあり
ますので、予め
参加予定の方は
「茶屋」までお
知らせ頂ければ
と思います。女
性の参加も歓迎。

4月 8日（月）、22日（月）

4月19日（金）14：00〜15：30

「包丁研ぎ職人」がボランティア
でご家庭の包丁を研ぎます。一回当
たり数に限りがあり予約
が必要です。原則は一家
庭一丁、手数料金は一丁
400円です。

「俳句を学びたい」との要望もあ
り、感想や批評もある句
会を行っています。参加
希望者は事前に「さくら
カフェ」の俳句ボックス
に投稿してください。
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「趣味の教室」アロマテラピー

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

講義の内容は︑Ａ４用
紙数枚にまとめられた資
料を基に行われます︒成
分や効用︑取り扱い上の
注意点などが詳しく解説
されます︒生徒さんは
﹁先生の話は科学的なん
です︒すごい︒それを分
かりやすく話してくれる
んです﹂といって真剣に
メモを取ります︒

西柴在住・崎原美佐緒先生指導の下、毎月第４土曜日にさくら
カフェで開催している「アロマテラピー教室」、開講して７年ほ
どの歳月が経ちます。取材に訪れたときの生徒さんは９名、皆さ
んけっこう長く通っているようです。この日はお肌を滑らかにす
る「植物バタークリーム」を仕上げていました。
講義中の崎原先生

毎回内容が変わるよう
で ︑ 香 水 だ っ た り ︑ 石 鹸︑
化粧品︑防虫剤等々︑こ
の日は右下の写真にある
ように﹁ハンドクリーム﹂
を作成していました︒
石鹸などは先生がいろ
い ろ 準 備 し て く れ る の で︑
香りはもちろん︑形や色
なども自分好みができる
といいます︒﹁夏に作っ
た香水は﹃いい香りね﹄
とみんな言うので追加を
頼んだ﹂ という方も︒
この教室の魅力を紹介
したいのですがと聞いた
ら﹁生徒さんが増えたら
私が参加できなくなるか
らねー﹂と心配の声も︑
﹁とにかく楽しい︑満足
です︒悩みも吹っ飛ぶく
らい﹂という声が出るほ
ど参加者にとって有意義
な時間のようでした︒

賛助会員更新・新規募集
「さくら茶屋」はこの
５月で丸９年となります。
「この街にさくら茶屋
があって良かった」「ずっ
と継続して頑張ってほし
い」など心温まるお言葉
とともに、多くの方に賛
助会員として金銭的に支
援を頂いております。本当にありがと
うございます。
今年も会員の更新時期がやってまい
りました。よろしければ継続の手続き
をお願い致します。合わせて新規の会
員（年会費一口３千円）も募集してお
りますのでご協力いただける方はご一
報をお願いします。協力いただいた会
費は、スタッフの方々の謝金などに活
用させていただく予定です。
どうぞよろしくお願い致します。

ほぼ無償で「さくら茶屋」スタッフとして調理や
お店番にあたっておられる方々に、毎年、感謝の思
いを込めて交流会などを実施しています。今年は横
浜シェラトンホテルでビュッフェランチを楽しみま
した。 都合で参加できなかった方もおられました
が、当日は５５名が参加してくれました。一列に並
んで記念写真を撮りました。
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折り紙教室

＜さくらカフェで開催＞
◆４月１日（月） 10時〜11時半
材料費はご負担ください

さくら体操

＜西柴団地自治会館で開催＞
◆４月５日（金）10時〜11時半
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

＜さくらカフェで開催＞
◆４月１7日（水） 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

＜さくらカフェで開催＞
◆４月２２日（月） 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円です。

4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。但しGW中
はお休み（４／27
と５／4）となり
ます。よろしくお
願いします。
◆

今年のゴールデンウィークは、新天皇の即位の
年ということで世間的には10連休になりそうです。
「さくら茶屋」は今年から祝日を休業に変更いた
しました。そこで今年のＧＷは、４月27日（土）
から5月6日（月）の10日間、恐れ入りますが
「茶屋・カフェ」とも休業させていただきます。

「さくら茶屋」が発足して間もなく、認知症予防
の観点から学習会を重ね、そこに参加された方を中
心に継続して交流していこうとして発足したのが
「ぼたんの会」でした。2011年11月のことです。
あれから7年半、高齢化も進み活動に一区切りを
しようとの提起もあったことから、この3月22日
の集いを最終とすることになりました。この間の皆
様のご参加、ご協力ありがとうございました。

「さくら茶屋のお持ち帰りお
赤飯」の販売は偶数月の1日の
みとなっています。4月1日
（月）に販売いたします。ご希
望の方はお買い求め下さい。

