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子どもが安心して立ち寄れ
ママもゆっくりくつろげる

「さくらカフェ」をオープンして丸５年となります。ここには子どもたちが
誰でも気軽に利用できる「居場所」があります。5年の年月は「子どもたちを
大きく成長させるなぁ」というのがスタッフの皆さんの実感のようです。

TEL/FAX 045-516-8560
発行責任：岡本溢子

子どもたちの利用は様々
です︒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
待ちの子どもたちが一時
の待機場としても利用し
ています︒
学校帰りのトイレ利用
や︑夏の暑いさなかに水
分補給としての立ち寄り
などは定着しています︒
５年というのは早いも
ので︑いま高校２年生で
午後自習しに来てくれる
お嬢さんは︑カフェオー
プン時は小学生でした︒
半年前︑おもちゃの取り
合いで喧嘩をして泣いて
いた子が︑夏休み明けに
来た時はお友達と仲良く
貸し借りができていまし
た︒日々子どもたちの成
長を実感しています︒
越して来られた外国の
方が子ども連れでランチ
をしたり︑子どもたちの
交流が親御さんの交流へ
と発展したり︑﹁居場所﹂
があるからこその新たな
つながりがみられます︒
子どもたちが安心して
立ち寄れる場︑子育てで
大変なママたちがくつろ
げる場として︑より使い
やすさを追求していきま
す︒どうぞお気軽にご利
用ください︒

◆使用したおもちゃ、本、クッショ
ンなどは必ず元
通りに片付けて
ください
◆飲食は必ずテー
ブル席にて行っ
てください

こんな利用もされています

11月の

１２月の西柴夜話
２０１８年の最後は、

トニー
山本さ
ん・小
柴ゆみ
えさん
の「歌
とウクレレ」です。二回目
の登場です。
日時：１２月１３日（木）
１９時〜２１時
★場所：西柴団地自治会館
★参加費は１１月と同様

八雲の世界を語る・・・木村佐保子さん（フリーアナウンサー）
小泉八雲ご令孫・・・稲垣 明男さん（現在、釜利谷に在住）
日 時：１１月８日(木)
19時〜21時

場 所：さくらカフェにて
参加費：1000円から1500円
軽食とドリンクがでます
【内容】ギリシャ生まれのラフカディオ・ハーン、39歳で来日し降り立っ
たのが横浜、その後文学・随筆家など多方面で活躍します。日本に帰化し小
泉八雲に改名、「怪談や昔噺」等数多くの作品を残します。今回作品の一部
を語りで紹介、特別ゲストご令孫の方にエピソード等を語っていただきます。
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１１月２４日（土）
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17:00〜19:30
歩いて行けるほどの近
場で、これまで交流のな
かった人たちとも「先ず
酒を飲んで」交流しよう
という会。刺身、茶屋の
手料理に、ビール、焼酎
などで約3000円です。

ＨＰ：ｓａｋｕｒａｃｈａｙａ．ｍｏｏ．ｊｐ

１１月９日（金） と １１月３０日（金）
11月の第４金曜は祝日のため５週です

来店 者は 夏 休み
期 間こ そ６ ０ 名台
で した が︑ 明 けて
か らは また 百 名前
後 の方 々で 賑 わっ
て いま す︒ ご 不便
を おか けし て いま
す が︑ 譲り 合 いな
ど のご 協力 を お願
い致します︒
また ︑自 転 車で
お 越し の方 に は駐
輪 場所 にご 協 力頂
い てお りあ り がと
う ござ いま す ︒今
後 とも よろ し くお
願い致します︒

﹁飲も う 会﹂ を
始 めて２ 年 が経 ち
ま す︒２ ０ 回ほ ど
開催していますが︑
こ の間い ろ いろ な
出 会いも あ りま し
た ︒昔の ラ イバ ル
会 社の方 と ここ で
出 会った り ︑元 先
輩 のお子 さ んと 一
緒に飲むことになっ
た り︑世 間 は広 い
よ うで狭 い ︑そ ん
な 出会い も ︒自 由
参 加の会 で す︒ ど
う ぞお気 軽 にお 立
ち寄りください︒

お代わり自由の安価な
カレーが継続できるのは
毎回多くの方に支えられ
ているからです。１０月
も食材、お米20㌔をＭさ
んから頂きました。あり
がとうございました。

１１月１２日（月） と １１月２６日（月）
公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団は
NPO基盤強化資金として「住民参加型福祉活動資
金」の助成を応募しておりました。「さくら茶屋」
は「住民の結びつき強化、大家族食堂」活動が該
当するとの思いで応募し、この度選定され助成金
（一時金）が授与されることになりました。食器
や調理器具の新調などを検討しています。皆さん
とともに喜びたいと思います。

好評のため月２回に増や
していただいています。一
日１０本ほどに限定してい
るため一家庭につき一本限
りとしています。
お代は４００円。当日預
かり、当日引き渡しとなり
ますのでご注意ください。

１１月１７日（土）

13:00〜15:00
毎月第３土曜、オカリナ
教室を開催しています。
初心者大歓迎、オカリナ
を持ってなくてもお越しい
ただいて構いません。さく
らカフェにおいで下さい。

10月から開始しました。毎月
定例と考えていますが、11月の
日程は変更する場合があります。
恐れ入りますが、参加希望の方は
「さくら茶屋」までお電話などで
確認を願います。

14:00〜15:30

健康歌声サロン（リー
ダー石津さん）の方々
のご協力で行う「歌声
喫茶」です。昔懐かし
の昭和歌謡が中心。
参加費は５００円と
なります。

隔月に実施して
いる﹁歌の集い﹂︑
参加された皆さん
の歌いたい曲に応
えようと︑前回は
３０曲の中から選
曲して歌う方式を
とりいれています︒
頭の体操︑ジャ
ンケン大会︑楽器
当てクイズなどい
ろいろ趣向を凝ら
していただいてい
ます︒
青春時代に戻っ
てのひと時を一緒
にお楽しみ下さい︒

１１月１６日（金）予定、14:00〜

１１月１５日（木）
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「さくら茶屋」が「横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業（茶屋
では「げんきライフ」と命名）」を開始して丸一年が経ちました。先日の
集まりで、この間参加されている方々に集いの感想を聞いてみました。

皆さんからだされた声
をここに紹介します︒
▼一人では出来ないけど
みんなでやると楽しい
▼こんな機会があって良
かった︒体調を壊した
時も︑ここに出てくる
ことが目標になってい
ました
▼みんな分かり合える年
代︑家は近いし︑食事
もおいしくて満足です
▼アットホームな感じが
いいですね︒他の方の
人生経験を学ばさせて
いただいています
▼みんな一緒に食事をで
きるのが一番楽しい
▼内容が豊富︒身体も頭
も使う︑声も出す︑凝

この日は俳句を学びました

縮した時間です
▼構えることなく気楽に
話せる場ですばらしい
▼出不精な性格だけど︑
いざ出てみると楽しい
です
▼足元が悪いときは車ま
で出してもらって本当
にありがたいです
▼この街に住んで本当に
良かったと思っていま
す
これに応えてスタッフ
からも︑楽しんで頂いて
嬉しい／完食してくれる
ので作りがいがある／逆
に元気をもらっている／
皆さん本当に元気︑これ
からは参加者の方も一緒
に作り上げる楽しい集い
にしたいとの抱負も出さ
れました︒
こんな﹁げんきライフ﹂
一度お電話ください︒

毎週木曜日１０時から１３時
で実施しています。但し、祝日
は お休みとなります。
どなたでも参加は可能ですが、
準備の関係もありますので、参
加を希望される者は事前に「さ
くら茶屋」までお問い合わせく
ださい 。
さくら茶屋 045-516-8560
げんきライフ -513-5636

１１月１６日（金）
１１月１１日（日）
10:00〜11:30
オレンジデー・毎月第２日曜日に
「さくらカフェ」を午前中だけオー
プンする日で、認知症の方やその
ご家族、認知症に関心のある方な
どに来店して頂こうといういわゆ
る「認知症カフェ」です。

「認知症カフェ」の様子

麻雀教室は開始後2ヶ月ですが、皆さんの
関心も高く、おかげさまで盛況です。当初の
募集定員をオーバーしたため、現在麻雀卓３
卓をフルに稼動さていますが。まだ希望者全
員に応えることが残念ながら出来ていません。
スタフ一同心苦しい限りです。そこで当面、暫定的ではありますが
「参加ルール」を以下の通り定め運営していくことになりました。
▶1クールを3ヶ月（6回）とし、その都度新規参加者を優先とします。
▶第Ⅰクールは9月〜11月（現在定員満杯で新たな参加は不可）
▶第Ⅱクールは12月〜2月（11月に新
規参加者を募集・最大12人）
原則第Ⅰクールに参加した人以外
但し回ごとに空席が発生した場合は、
広く募集し（第Ⅰクールに参加した
人も含む）参加できるようにします。

１１月２７日（火）
9:30〜11:30
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湯村さんのスケッチ訪問も第15弾となります。今回は東洋一ともいわれる金沢区鳥浜にあ
るベイサイドマリーナです。アメリカの港町をイメージした街。でもアウトレット街は現在
改築中となって、2020年春には規模も2倍となって開業するということです。

さくら体操

＜西柴団地自治会館にて開催＞

◆11月２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５日（月）10時〜11時半
材料費はご負担下さい

おしゃべりカフェ

＜さくらカフェにて＞

◆11月1４日（水）10時〜11時半

この時期、子どもイベントが続きます

１０月 ３１ 日 はハ ロ ウィ
ン街歩き︑百名を超す子供
たちが思い思いの仮装で西
柴の街を練り歩きます︒家
庭訪問にご協力願う方々な
ど︑皆さん本当にありがと
うございます︒
今年のクリスマスパイティー
は１２月１９日︵水︶を予
定しています︒参加ご希望
の方は﹁さくら茶屋ホーム
ページ﹂からお申し込みく
ださい︒︵定員３０名︶︒

＜ほっとサロン事業１１月の催し＞

行政書士さんを囲んで自由テーマでおしゃべり

ぼたんの会

＜今月はお出かけ会を予定＞
午前中〜
フラワーセンター訪問を計画しています。詳細
は「さくら茶屋」にお尋ねください。

◆11月2３日（金）

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2６日（月）

時には、釣り人と会話になります

毎週土曜日の朝10
時に「さくら茶屋」
前に集合して、西柴
界隈をウォーキング。
街歩きではいろいろ
な出会いもあります。
一緒に歩きませんか。

子 ど もも 大 人 も 仮 装 し て
パレードする昨年のハロウィ
ン 風景と ︑ 手品 得意 のサ ン
タ さんと 遊 ぶ昨 年の クリ ス
マスパーティー

11月のポールウォーキング

