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員：４７０名

前売券は旭区のケアプラザで
4月２日(月)より発売

キボ･カフェ 伊藤

精肉店

今宿地域ケアプラザ

ＷＥ ショップ旭

■

♪合同歌声喫茶は旭区コーディネーター連絡会が
企画運営しています♪
＜問い合わせ先＞

相鉄ローゼン

鳥正
美 容院

３９２-０３０９

交番

万騎が原地域ケアプラザ 上白根地域ケアプラザ
左近山地域ケア プラザ
若葉台地域ケアプラザ
川井地域ケアプラザ
鶴ヶ峰地域ケアプラザ
ひかりが丘地域ケアプラザ 南希望が丘地域ケアプラザ
今宿西地域ケア プラザ

横浜銀行
至二俣川

希望ケ丘駅

【ホームページアドレス】
http://www.we21japan.org
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︵汚れがなく極端に古くなければ
バラでもＯＫ︶
★ バック︵カビ︑べとつきがない物︶︑
袋小物︑
ポーチ等
★靴︵かかとの減っていない物︑汚れ
のない物 )
★その他引き出物︑インテリア小物︑
手作り品︑アクセサリー等
※ 車での引 き取り等詳 しくはお 問
い合せ下さい

定

特定非営利活動法人
ＷＥ ジャパン・旭の店
中希望が丘１０１ ︻ＴＥＬ／ＦＡＸ︼
３６４ ３- ２７７
︻営業時間︼
:〜
:
土(曜日
:〜
: )
︻定休日︼ 日曜︑休・祝日

(一部、東日本大震災被災地への寄付とさせていただきます)

★

◆ さ しあ げま す ( 先 着順 ) ◆
プレゼント応募と一緒にお書き下さい

①「ドラえもんスクラップブック」
(朝日新聞購読の方のみ)
朝日新聞に毎日掲載の「しつもん！
ドラえもん」を切り取って貼ってね｡

②「2012年プロ野球選手写真名鑑」
オールカラーハンディサイズ177頁。

★今月のプレゼントコーナー

★ どんどん応募してね！

美術関係が集まりました。
「期間限定券」は開催期間より
利用可能期間が短いので、
充分ご注意下さい。
チケットは基本２枚1組です。

１６

･美術・書籍
ゆい

1

「結」の
手 作り 小物

１７

手しごと工房「結」からご提供｡
当選者は当選券をお持ちの上、来店にて千円
程度の小物（携帯入れ･ストラップ･ポーチ等）
の中から1点お選びいただけます。
※お店の詳細は裏面をご覧ください。

３名

４〜５月末迄有効券｡109ｼﾈﾏｽﾞMM横浜,ムービル
等、東急系映画館で1名様1作品に限り有効。

１０組

２

東急系映画館
共通鑑賞券

３

国立劇場
6/2〜24｡『歌舞伎鑑賞教室「俊寛」』３階席
応募ハガキ 応募申込ハガキ｡出演:中村橋之助他 (注1)

１５組

ズーラシア

〜５/31迄｡ 旭区上白根町(三ツ境駅よりバス)
１枚で２名入園可の為１枚でのご提供

３０組

湯 楽 の 里

〜5/31迄。瀬谷店(瀬谷駅徒歩10分)他
平日1 回入浴券(土日特定日利用不可)岩盤浴も

１４組

４
５

〜5/31迄｡横浜ランド マークタワー69F展望フロア

６

スカイガーデン 桜木町歩5分｡平日券 (土日祝日は利用不可)

７

エプソン品川
アクアスタジアム

８

神奈川
〜4/30迄｡東神奈川駅徒歩(反町公園そば)
スケートリンク 滑走券｡貸靴は別途400円

９

そごう美術館

１０ 東京国立博物館
１１ インカ帝国展

〜４/27迄｡品川駅徒歩2分。水族館入場引換券
ようこそ!海の生きものたちのｴﾝﾀｰﾃｨﾝﾒﾝﾄ空間へ

１０組

横浜べイスターズ
VS

巨

人

横浜べイスターズ
VS

阪

4/6(金)18時〜,7(土)14時〜,８(日)13時〜

島 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2

神

１８組

4/13(金)18時〜,14(土)14時〜
横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2

２０組

4/20(金)18時〜,21(土)14時〜,22(日)13時
横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2

１５組
５組

横浜Ｆ･マリノス V S 4/28(土)16時ｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム
ヴィッセル神戸 Ｊﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞ ｮﾝ1〔第8節〕自由席 (注2

７組

２１ センバツボール

8㎝アクリル立方体の中に第84回ｾﾝﾊﾞﾂ高校
野球大会「出場記念 横浜高校」文字入ﾎﾞｰﾙ

１４組

〜5/21迄。六本木駅徒歩5分｡

３０名

１４ 横 浜 セ ッ ト

『横濱ベイサイドヒストリー』『横浜徘徊』『横浜
経済の語り部たち』の３冊セット(注3

１名

１５ ＡＫＢ48新聞

日刊スポーツ新聞社｡毎月第3金曜発行｡2月号
オールカラー32面(注3 ※定期購読は月300円で

３名

３名

不織布三層構造｡1袋３枚入り｡花粉･風邪に
２２ サージカル
１００名
マ ス ク 空気中の微粒子を99％以上カット。
（注1）プレゼントに当選されますと、観劇 応募用の往復ハガキが届きます 。ハガキに記載さ
れ た希望日に○ 印をつけ、郵送 しますと、 抽選結果(当落)が記さ れた返信ハ ガキが届
くことになります。お間違いの無い様ご応募下さい。
（注２）満員の際はご入場できない場合があります。お早めにご来場下さい。
（注３）経年の傷みや汚れがあります事をご了承ください。

１０組

〜5/2迄。国立科学博物館(上野公園口徒歩5分)
１０組
インカの謎が、やって来る。期間限定券

朝日クッキング A5判17頁､毎月発行の小冊子
サークル 4月号「コウケンテツのパン料理」

広

５組

１２ 国 立 新 美 術 館 『セザンヌ−パリとプロヴァンス』期間限定券 ２０組
１３

VS

＜前号のプレゼント応募倍率＞
応募総数は509通(当選数/応募数)
１位:東急系映画ﾁｹｯﾄ(10/138)13倍
２位:美術カタログ(1/9)9倍
３位:八景島親子ｾｯﾄ（5/40）8倍
４位:ﾍﾞｲﾀｰｽﾞｵｰﾌﾟﾝ戦(10/38)3.8倍
５位:ｻﾝﾊｰﾄｺﾝｻｰﾄ(5/18)3.6倍

4/8(日)16時ｷｯｸｵﾌ 等々力陸上競技場
１９ 川崎フロンターレ
V S ＦＣ東京 Ｊﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞ ｮﾝ1〔第5節〕自由席 (注2

２０

〜4/22迄｡そごう横浜店6階｡
１５組
「宮沢賢治･詩と絵の宇宙〜雨ニモマケズの心」
〜4/27迄。平成館(上野公園口 徒歩10分)
『ボストン美術館 日本美術の至宝』期間限定券

１８

横浜べイスターズ

●お引越しのご連絡はお早めに

前売券：５００円

●集金担当一部変更のお知らせ

鶴ヶ峰駅徒歩７分（旭区役所４階）

11

お引越しされる方で︑﹁お申し込
みする販売店が分からない﹂﹁再度
購読する手続きが面倒﹂﹁知らない
勧誘の人と話したくない﹂等の理由
で︑お引越しされる前に購読の手続
きを済ませておきたいという方は︑
当店までご一報ください︒

旭 公 会 堂(旭区鶴ヶ峰１‑４‑12）

場所：

21 12

配達区域変更に伴い︑一部エリア
で︑集金担当者が代わります︒
いつも同じ人 という安心感を欠
くこと になって しまい ま
すが︑ 何卒ご理 解のほ ど
よろし くお願い 申しあ げ
ます︒

午後１時〜３時30分（12時より受付）

Ｗ Ｅショップ 旭は︑ア ジアの女
性の 生活向上の 支援を行 っている
リサイクルショップです︒
皆 様から寄付 していた だいた品
物を 販売し︑そ の収益で 海外支援
しています︒
３ 月 日の 東日本大震 災から１
年が たちました ︒ＷＥシ ョップ旭
でも アジアの地 域だけで なく被災
地を ぜひ応援を したいと ︑募金活
動を行い 月末までに６９０︐
９０４
円を ＷＥ ジ ャパンを通 じて︑寄
付してきました︒
さ らに３月９ 日に行っ た︑売り
上げ を全額支援 金とする 大震災復
興支援バザールで︑１１９︐
０００円
の売り上げがありました︒
皆 様のご協力 に感謝い たします︒
ありがとうございました︒
ま だ使えるの にもった いない！
誰かに 使ってもら えたら！と いう
ものがありましたら︑ぜひ

平成24年５月30日(水）

日時：

ご寄付ください

★衣類 洗濯済みでシミ・ほつれの
ない物︑破れ︑ニオイのない物︑
毛羽立ちのない物
★和服 着物︵絹物は多少シミがあっ
てもかまいません︶和装小物
★食器 ひび︑きず︑欠けていない物 ︒

歌好きが集まって仲間作り！
歌を通して健康作り！
今年もご一緒に！！

プレゼントは
終了しています

■マックの割 引クーポンの広告が 入っ
て来 て︑ 単品 を組 合わ せた のと セッ
トク ーポン を使っ た方が 安いの か必
死で 計算し て︑あ まりの せこさ につ
い笑ってしまいました︒
︵中沢のＮさん︶
■息 子とお 風呂に 入って いた時 ︑髪
の毛 の話に なり︑ ︵父の 家系は ハゲ
系︑ 母の家 系は白 髪系で ︶ボク もハ
ゲる の と 聞いて きたの で︑Ｍ 家に
生ま れたから しょう がない ね と軽
い気 持ちで 答えた 私︒２ ・３日 して
から 息子が ○○の 名前︵ 母の旧 姓︶
にな っても いいと 言って きまし た︒
息子 は名前 がかわ ればハ ゲない と考
えたみたいです︵笑︶
︵今宿のＭさん︶
■先日東戸塚のダイエーでの出来事
です︒４〜５歳位の女の子とお母さ
んが買い物の途中での会話です︒﹁あ
なたって︑本当にバカだねぇ︒あんぽ

■どうなる？どうする！

◆「えねぱそ」映画と講演の集い◆

んたん﹂とお母さん︒すかさずに﹁う
﹁カセット﹂を﹁カ スタネット﹂と
ん︒私ってあんぽんただよ︒お母さ
言っ て み たり ︑ ﹁ タ ケコ プ タ ー﹂ を
んの子だもの﹂と切り返した娘︒若
﹁タケポキター﹂と言 ってみたり本当
手漫才師顔負けのテンポに︑思わず
に可愛くてでも笑って しまいます︒言
笑ってしまいました︒その親子に気
い間違え可愛いので絶対直しません
づかれないように笑うのが大変でし
︵中尾のＳさん︶
たが・・・︒
︵今宿のＵさん︶
■フジテレビ系の﹁最 後から二番目の
恋﹂は︑中年男性女性 の大人の恋愛︑
■ママ友から︑ まだ綺麗な センチ
の靴があるのだけど欲しい人いない？
社会を描いたラブコメ ディードラマで
との一斉メー ル︒すると別のママ友
す︒
千明︵小泉今日子︶ はドラマのプロ
がその返信に︑ 私 センチなんだけ
ど入るかな〜︑と⁝︒
デューサーの 歳独 身女性︒終の棲家
すぐさま子 供用だよ！入るわけな
をと鎌倉に古民家を購 入︑その隣に住
いだ ろ〜と突 っ込ま れてま した 笑( ) むイケメン９歳年下の真平︵坂口憲二︶
センチと書い てあるのに︑アメリカ
から︑本気で付き合い たいとの告白を
サイズなのかと思ったそうです︒
され ま す ︒︵ 中 略 ︶ 真平 の 兄 ︑和 平
中学生の頃から天然キャラだった
︵中井貴一︶は︑妻を 亡くし︑実直に
のですが︑ママになっても変わらぬ
生きる公務員︑千明と のやりとりが妙
天然ぶりでした︒ ︵中尾のＮさん︶
に面白く︑毎回笑いが 絶えません︒ま
■最近大笑いした事は子供の言い間違
た︑飯島直子︑内田有 紀など︑周りを
えです︒
固める豪華キャストで ︑演技にブレが
０１２０ ５７ ０８４３
・ＦＡＸなら
０２０ ４６６６ ４３４３
・Ｅメールなら

−
−

−

−

まで︒
info@ene‑paso.net

お名前のほか︑メールアドレスと
所属もあれば︑お知らせください︒
主催：ＡＳＡ三ツ境北部
共催：えねぱそパートナーズ
協力：自然エネルギー社会をめざす
ネットワーク
◆手しごと工房
ゆい

なく て︑見てい て飽きま せん︒﹁あ ︑
ここ 知ってる﹂ と古都鎌 倉の風景も 見
ものですね︒最終回まで楽しみです︒
︵笹野台のＴさん︶
※さて来 月の特集ですが︑﹁ 震災か ら
一年︑私の○○﹂ にしたいと思います︒
﹁○ ○﹂にはど んな言葉 をあてはめ て
いた だいても結 構です︒ あまり堅く 考
えず ︑自由な発 想で︑お 便りお待ち し
ています︒

■１ ６７ 号に あっ た美 味し い ラー メン
店の よう な記 事は うれ しい で すね ︒今
気に 入っ てい るの は厚 木街 道 を三 ツ境
駅か ら瀬 谷方 向に 走っ た左 側 にあ る丸
源ラーメンです︒まだまだ熱々のラー
メンがおいしい季節です︒
︵笹野台のＲさん︶
※丸源ラーメン 三ツ境店
瀬谷区二ツ橋町１６２
営業時間 : : - :
﹁肉そば﹂が名物ですね︒

■小さ い４人 の子育 てに追 われ︑ 朝
刊を読 むのが 就寝前 という 毎日で す
が︑毎日楽しみにしている時間です︒
特に︑﹁生活﹂の面と︑読者からの
投稿は熟読しています︒読者からの投
稿を読 むと︑ いろん な意見 の人がい て︑
価値観の違いを感じたり︑自分の考え

教えてあげる

県下の
水が汲める場所

■①秦 野か ら丹沢 のふ もと︑ 蓑毛 峠ま
で登 って︑ そこから 降りた 所︒︵ 車で
行ける︶②﹁洒水︵しゃすい︶の滝﹂
のと ころ ︵山北 町︑ 国道２ ４６ から
左に降りる︶
︵今宿のＫさん︶

方を改める良い機会になっています︒
︵今宿のＴさん︶

■ 最 近の 地 震の 多 さが 気 に
な って いま す︒ 雑誌 な どで も直 下型 地
震 の可能性など良く 取り上げられて い
て︑心配に なってきます︒希望が丘 で
の避難方法 や地震への備えなど特集 し
ていただけるとありがたいと思います︒
︵今宿のＭさん︶
※旭区役所 一階①番窓口や二俣川駅 の
行政サービ スコーナー︵改札口向い 一
番奥︶で﹁ 区民生活・防災マップ﹂ を
入 手 され る こ とを お す すめ し ま す ︒
︵瀬谷区の 方は瀬谷区役所で﹁瀬谷 区
民生活マップ﹂でご確認ください︒︶
地 図には小中学校 を中心とする地 域
防災 拠点や大火災 の時の広域避難 場所︑
緊 急給 水栓 の位 置や 避 難方 法等 が記 さ
れ てい ます ので ︑確 認 して いた だい た
上 で︑ 目に つく 場所 に 貼っ たり ︑避 難
袋に入れてはいかがでしょうか︒

■笹野台商店街から
﹁スマイル東北市﹂
震災復興イベントのご報告

おしえて！

美味しい居酒屋

■三ツ 境駅近 辺でお いしい 居酒屋 さ
んがあれば教えて下さい︒
︵東希望が丘のＳさん︶

手っ取り早い募金

■去年 の忌ま わしい 大災害 から︑ 早
くも一 年経と うとし ていま す︒当 時
はいろ んな場 所で災 害者援 助の募 金
活動が 見られ ました が︑最 近では 殆
ど見る事が出来なくなりました︒今︑
一番手 っ取り 早く募 金をす るのに は
どの様な方法が良いのでしょうか？
︵中尾のＳさん︶

おでかけスポット

■グル ープホ ームで お世話 になっ て
いる母を元気づける ため 時々 お散歩
やドラ イブに 行くの ですが ︑一時 間
圏内でオススメスポットや良い温泉︑
銭湯などがあったら教えて下さい︒
︵笹野台のＷさん︶

ください！

１９５０年〜１９８０年頃

① ＪＡＺＺのＬＰ

当時のオーディオ ︵ステレオ︶
音が出る︵動く︶物︒
引き取りに伺います︒
︵今宿地域ケアプラザ・地域交流

−

※今回は直接右記へお願いします︒

ＴＥＬ ３:９２ ０-３０９ まで︶

−

４月休刊日 ４月 ９日 月( )
:
次号発行日 ４
日 日( )
: 月
毎(月第３日曜の発行 )

http://sawa-info.net/

﹁結﹂
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!!

え ら せた いと
物作り︑
いう思いから︑
染めなど
裂 き 織り を始
時〜 時の
め ら れた そう
間で︑一日
です︒
３０００円で
お 店は ︑儲
ご指導いたします︒
け 主 義で はな
機織り機は︑ニュージー
く ︑ 手し ごと
ラン ド製で︑ 初心者 で
の 好 きな 人同
も操 作が簡単な もの で
士 が集 まっ て︑ お しゃ べ
す︒
りできる場にしたいとおっ ● 簡単 な洋 服の お 仕立 て
しゃっています︒
やお直しもします︒
手し ごと に興 味 のあ る
一度ご相談ください︒
方 は︑ ちょ っと お 立ち 寄 ● 草木 染め のス ト ール 等
りください︒
小物 の販 売︵ 千 円〜 ︶
●手作り教室も開催して
もあります︒
います︒ 裂き織り︑小

18
00

﹁ニッポンの電力自由化と
私たちの選択﹂
早 いも ので ︑あ の﹁ ３・ ﹂ から １
年 が 過ぎ まし た ︒し かし ︑い ま だ脱 原
発 は もち ろん ︑ 日本 の電 力の 行 方は 見
えないままです︒
企業 に対し ては︑ 電力 は２０ ０５ 年
以 降ほぼ自由化されており︑Ｐ ＰＳ
︵ 特定 規模電 気事業 者︶ から電 気を 買
うことが可能です︒
しか し︑一 般家庭 では ︑いま だ地 域
独 占の 電力会 社以外 から 電気を 選ぶ こ
とができません︒
この先︑電気の供給はどうなるのか︑
そ して 私たち はどう すべ きなの か︑ 考
え る手 がかり として ︑映 画と講 演の 集
いを企画しました︒
まず ︑ドイ ツで市 民が 電力会 社を つ
くってしまったというドキュメンタリー
映 画﹁ シェー ナウの 想い﹂ ︵ 分︶ を
見 ます ︒次に ︑ＮＰ Ｏ法 人環境 エネ ル
ギ ー 政策 研究 所 Ｉ( ＳＥ Ｐ で) ︑ 飯田 哲
也 さん ととも に自然 エネ ルギー の伝 道
師 とし て活躍 されて きた 竹村英 明さ ん
に ︑ニ ッポン の電力 事情 や今後 の選 択
肢 など につい てお話 をう かがい ます ︒
も ちろ ん︑﹁ えねぱ そ﹂ 生みの 親で も
あ る竹 村さん に︑個 人向 けグリ ーン 電
力 証書 ﹁えね ぱそ﹂ のこ とも︑ 詳し く
解説していただきます︒

３月 日 日( ︑) 三ツ境 駅前広
場を中心 に三ツ境駅両側に位置
する商店 街をつなぐ初イベント
が行われました︒来場者も多数︑
広場の物販は売切れ続出です︒
笹野台 商店街では︑中央自治
会・さわ やかソフト・元気キッ
ズ・旭区 消防団の皆様の協力の
もと︑出 店︑ゲームを行いまし
た︒こち らも大勢のお客様に楽
しんでいただきました︒
又︑出 店された方々からは売
上を義援 金として寄付していた
だいています︒
募金箱を含め義援金の総額は︑
１１０︐
５１７円︵３月 日現在︶
でした︒ 皆様の募金は﹁あしな
が育英会 ﹂等に送られます︒ご
協力ありがとうございました︒

11

みんなのこえ

笹野台一丁目 ６広宣ビル１階
ＴＥＬ ３６７ ０１００
:
営業時間 : :〜
:
定休日 水: ・木曜日
︵臨時休業あり︶

15

45

三ツ 境駅から
笹野台 商店街に
入って道の右側︑
以前ブ ティック
のあっ た場所に
昨年９ 月オープ
ンしました︒
裂き 織り のお 店 です ︒
い らな くな った 布 を１ ㎝
ぐ らい に裂 いて よ こ糸 に
し て織 りま す︒ 作 品は 簡
単 な洋 服︑ ベス ト ︑バ ッ
グ︑コースター︑ランチョ
ン マッ ト︑ スト ー ルな ど
な ど︒ 毛糸 を織 る こと も
できます︒
吉成 先生 は︑ 箪 笥の 中
に 眠っ てい る思 い 出の あ
る 和服 をも う一 度 よみ が

照会番号がお分かりの方は、
ホームページからプレゼント応募が出来ます。
【お店情報】・鶴ヶ峰のMAYA・笹野台「結」
【ローカルイベント情報】等
多数更新中！
・紙面に載せきれなかった皆さまからのお便り
は「徒然なるままに」内に掲載中です｡

15

10

最近思いきり笑ったこと

23

﹁みなくる﹂研修室
︵相鉄線鶴ヶ峰駅から直結のビル
﹁ココロット鶴ヶ峰﹂４Ｆ
℡ ０:４５ ３８２ １０００
■内容：第１部：映画
﹁ シェ ーナ ウの 想 い〜 自然 エネ ル ギー
社会を子どもたちに﹂
ドイツに ある小さなま ちシェーナ
ウの親たち が︑チェルノ ブイリ原発
事故をきっ かけにドイツ 史上初の自
然エネルギ ーの電力供給 会社を誕生
させるまで の軌跡を綴る ドキュメン
タリー︒
２００８年ドイツ製作︵ 分︶︒
第２部：講演
﹁電力自由化と私たちの選択﹂
︵竹村英明さん︶
・自然エネ ルギーは順調 に増える
のか？いつ主役になれるのか？
・日本のエ ネルギー需給 はどうな
るか？電力は足りるのか？
・発送電分 離とは？その メリット
とは？
・ＰＰＳ︵ 特定規模電気 事業者︶
は今後どうなる？
・７月から 導入される固 定価格買
取制度はどうなる？
・東京電力 は国有化され るのか？
されたらどうなる？
・グリーン 電力証書とは ？その仕
組みとは？
・個人向け証書﹁え ねぱそ﹂とは？
などなど・・・
■参加費：無料
■申込方法：
・電話なら︵ＡＳＡ三ツ境北部︶

お店 紹介

!!

60

11
00
25
00

気さくな吉成先生

28

10
00

■日時：４月２日︵月︶
13
10

11

:〜
:︵開場：
:︶
■会場：旭区市民活動
支援センター
16
30

18

60

?!

13
30

〒241−0816旭区笹野台4-65-12 TEL:0120-57-0843 FAX:391-7357
［２／２］ さわやかインフォメーション第168号 発行日:2012年3月18日(日)毎月第3日曜 発行部数:5400部

−

