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共催 旭:区役所
■合同歌声喫茶 ２０１２
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
︻日時︼５月 日 水( ︶
午後１時〜３時 分
︵ 時より受付︶
︻場所︼ 旭公会堂
旭 区鶴 ヶ峰 １ ４- - ︵旭 区 役
所４階︶鶴ヶ峰駅徒歩７分
︻前売券︼５００円

＜

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 )

注 当
: 日券の販売はありません

︻定員︼４７０名
前売券は
旭区のケアプラザで
好評発売中！
問い合わせ先
今宿地域ケアプラザ
℡ ３９２ ０- ３０９
︻運営企画︼
旭区コーディネーター連絡会
＞

■ 内容：・子どもの生活リズム，収納･掃除
・健康をつくる食事
・子どもの衣服の工夫，洗濯
・家計の急所,予算のある暮らし
■ 場所： 横浜友の家 ２階ホール
〒240‑0067 横浜市保土ヶ谷区常盤台33番地の７
■ 受講料: 4,200円 申込金1,000円
■ 託児: 先着20人､予約制(4回1,200円 お弁当持参)
■ お申込み・問合せ：
横浜友の会 横浜市保土ヶ谷区常盤台33‑7
Tel 045‑331‑5430（平日10時〜16時）
Fax 045‑335‑5554（常時）
ホームページ「横浜友の会」
www32.ocn.ne.jp/~yokotomo/
講習会係 土井根 045‑921‑0798
奥 山 045‑814‑1387
主催:横浜友の会 協賛:公益財団法人全国友の会振興財団
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ホームページ「さわやかマイタウン」も見てネ！

★

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」

②「君はどの大学を選ぶべきか」2013
大学通信発行/国公立大学・短期大受験
年鑑。Ｂ５判632頁

③「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。

http://sawa-info.net/

紙面に載せきれなかった皆さまからのお便りや、イベント情報等、ぞくぞく更新中です！

◆ さ しあ げ ます ( 先 着順 ) ◆

(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｡
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遅 い春の訪れでし たが︑季節は 必ずめぐって参 りますね︒２ 月よ
り当 店スタッフの仲 間になった二 名のうち︑残念 ながら中沢町 エリ
ア配 達の新人は辞め てしまいまし た︒一名は鋭意 奮闘中です︒ ご迷
惑を おかけしないな いよう体制を 整えております が︑お気付き の点
などございましたら︑ご連絡お願い申し上げます︒
４ 月２日に当店主 催の﹁えねぱ そ﹂映画と講演 の集いが開催 され

家事に関心のある方、孫育てに奮闘中の方など、
どなたでも大歓迎です！
５月25日(金)
６月１日(金)
全４回 10:15〜12:15
６月８日(金)
６月15日(金)

ました︒ 名のご出席があり︑質問も多く有意義な会となりました︒
ご参加いただきましたお客様方︑ありがとうございました︒
﹁ シェーナウの想 い﹂は︑チェ ルノブイリ原発 事故後︑子供 達の
未来 を守るため︑市 民が自然エネ ルギーの電力会 社をつくる軌 跡を
描い たドイツのドキ ュメンタリー 映画︒今まさに 日本人が観て おく
べき 映画だなあとい うのが感想で す︒是非︑機会 がございまし たら
私達のエネルギー問題のために︑ご覧いただけたらと思います︒

12

■本日開催！

旭ジャズまつり
アマチュアオーディション
４月 日 日( は) あ なた が 審査
員です︒お時間のある方はぜひ！
︻日時︼４月 日 日 ) :開場
(
:開始
:終了予定
︻場所︼旭公会堂 旭(区役所４Ｆ︶
相鉄線鶴ヶ峰駅下車徒歩７分
☆審 査時間 中ゲ ストプ ロの ミニ
ライブもあります︒
︻審査︼
・聴衆選出枠︵１グループ︶
ご来場 の皆 様の投 票で 最多
得票を得たグループ︒
・審査委員選出枠︵数グループ︶
審査委 員が 各種要 素お よび
ステー ジ構 成など を考 慮し
て決定︒
☆投票資格は
:〜
:までに
来 場され た方 で小学 生以 上の
方 ︒全ア マチ ュアの 演奏 をお
聴 きいた だい たうえ で投 票し
ていただきます︒
主催 旭:ジャズまつり実行委員会

若い家庭の生活講習

★今月のプレゼントコーナー★
チケットは基本２枚1組です。
☆今月はスポーツが盛りだくさん！
☆東京ドイツ村は、4/28〜5/6はご利用
になれません。ご注意ください。
☆5月21日は金環日食！太陽の直視は
大変危険です。日食メガネのご用意を。
☆期間が赤字のチケットは至急お届け
いたします。

･美術・書籍

どん
どん ね ！
して
応募

１５
１６

べイスターズ
VS

5/1(火)18時〜,２(水)18時〜,３(木)14時〜
横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2

１２組

日

５/４(金)14時〜,5(土)13時〜,6(日)13時〜
横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2

１８組

神

5/11(金)18時〜,12(土)14時〜,13(日)13時
横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2

１３組

ヤクルト

べイスターズ
VS

中

＜前号のプレゼント応募倍率＞
応募総数は664通(当選数/応募数)
１位:東急系映画ﾁｹｯﾄ(10/105)11倍
２位:品川ｱｸｱｽﾀｼﾞｱﾑ(5/35)7倍
３位:「結」の手作り小物（3/18）6倍
４位:センバツボール(3/13)4.33倍
５位:ﾏﾘﾉｽVS神戸(7/30)4.29倍
６位インカ帝国展(10/41)4.1倍

１

東急系映画館
共通鑑賞券

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 １７ べイスターズ
VS 阪

２

横濱海上散歩

〜5/31迄。(4/27-5/11利用不可)
ピア象の鼻発遊覧船無料乗船券。1日4〜5便

5/16(水)18時〜,17(木)18時〜,予備18日
１５組 １８ べイスターズ
V S 埼玉西武 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2

１３組

３

新横浜
〜5/31迄。新横浜駅徒歩5分｡入場引換券｡
5/19(土)14時〜,20(日)13時〜,予備21日
１５組 １９ べイスターズ
ラーメン博物館 飲食･駐車場代は別途｡全国から9店舗が集合！
V S 千葉ロッテ 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2

１３組

４

こ ど もの 国

〜６/30迄 ｡ 長津田乗換こどもの国駅｡入園券
広い遊び場にローラー滑り台やミニＳＬなども

5/27(日)15時〜,28(月)18時〜,予備18〜21
３０組 ２０ べイスターズ
１３組
V S オリックス 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2

５

東京ドイツ村

〜6/30迄｡袖ヶ浦IC右折5分(千葉駅発高速ﾊﾞｽ有)
１枚で5名又は乗用車1台分(10名迄)有効｡1枚で

２０組 ２１ 横浜Ｆ･マリノス V S 5/6(日)13時ｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム
コンサドーレ札幌 Ｊﾘｰｸﾞﾃﾞ ｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第10節〕自由席 (注2

７組

Pｅｔ博 2012

5/3〜５/6｡パシフィコ横浜(みなとみらい駅)
ペットファンお待ちかね ！ 楽しいステージイベントも

１０組 ２２ 横浜Ｆ･マリノス V S

７組

目 黒 雅 叙 園

〜5/20迄。目黒駅徒歩3分。百段階段にて
「人形師 辻村寿三郎×平清盛」開催中

１５組

〜5/27迄。東京ミッドタウン (六本木駅)
「毛利家の至宝」国宝・雪舟筆「山水長巻」公開

１５組

６
７

ペット

８ サントリー美術館

ガンバ大阪

９

シャガール展

4/25〜5/7。横浜高島屋ギャラリー(8階)
愛をめぐる追想−日本未公開作品を中心に−

２５組

１０

日食 グ ラス

ｻｲｽﾞ:16×5㎝。材質：紙､フィルム｡
5月21日は金環日食を見よう ！ 太陽観測用に｡

８０名

１１

サージカル
不織布三層構造｡1 袋３枚入り｡花粉･風邪に
マ ス ク 空気中の微粒子を99％以上カット。

朝日クッキング
サークル
美術カタログ
１３
（ローランサン展）
１２

１４

ＡＫＢ48新聞

A5判17頁､毎月発行の小冊子
5月号「コウケンテツのサラダ」

プレゼントは

１００名
３０名

1991年日本開催「マリー・ロランサン展」図録。
縦24×横25 ㎝変型ｻｲｽﾞ｡厚み約1㎝ (注1

１名

日刊スポーツ新聞社｡毎月第3金曜発行｡3月号
オールカラー32面 (注1 ※定期購読は月300円

４名

（注１）経年の傷みや汚れがあります事ご了承ください。
（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。

5/19(土)14時ｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム
Ｊﾘｰｸﾞﾃﾞ ｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第12節〕自由席 (注2

終了しています

http://www.we21japan.org

金環日食先取りイベント

◇サンハートで宇宙を体験しよう◇

サンハートに期間限定で移動プラネタリウムが出現?!
首都圏では5月21日に173年ぶりとなる金環日食が観測
される予定ですが、その前に金環日食や宇宙の様々な魅力
を学びませんか？科学館のプラネタリウム館などで35年以
上の経験をつんだベテランの解説者が解説を行います。

【日時】平成24年
10

ホームページアドレス

4月28日(土)，29日(日)

10

10
30

受付場所：サンハート窓口

教えてあげる

美味しい居酒屋

■居酒屋 ではなく カフェで すが ･･･
笹野
台商店街 の﹁茶 香林﹂︑ ﹁モン ステラ
カフェ﹂ の夜は お料理も ばっち り美味
しいです し︑飲 み放題コ ースも あり︑
ママ友飲み会御用達のお店です︒
︵今宿のＹさん︶

【会場】サンハートホール アートギャラリー
【入場】無料・自由（お申込不要）
【主催・お問合せ】横浜市旭区民文化センター サンハート
ＴＥＬ:０４５-３６４-３８１０(9時〜21時)
URL：www.sunheart.info
【協力】横浜モバイルプラネタリウム
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みんなのこえ

※21日で定員に満たない場合は、
22日（10時〜）も配布を行います。

手っ取り早い募金

10時〜18時（※初日12時〜/最終日〜16時）

■都岡 にある﹁沼津 す し之助﹂という回
転 寿司屋が お気に 入りです ︒娘も 好評で
﹁ おすし行 くよ！ ﹂と誘う と嬉々 として
つ いて来ま す︒３歳 ですが 貫位 も食べ
る ほど︒帰 りの車 では満腹 のため ︑たい
がい寝入っています︒ ︵今宿のＵさん︶
※回転寿司 沼津すし之助 横浜店
今宿西町２８４ １-︵ズーラシア近く︶
℡４６１ ９-２５６︵バリアフリー︶
■ 二俣川南 口に中 華の﹁日 高屋﹂ が開店
す るそうで す︒最 近ちょく ちょく ＴＶで
と りあげら れてお り一度行 ってみ たいと
思 っていた かった ので︑ち ょうど 良かっ
たです︒
︵中沢のＴさん︶
※熱烈中華食堂 日高屋 二俣川南口店
二俣川２ - み(ずほ銀行向かい )
℡３６４ ６-６５１ 営(業 ) :〜深夜
※ ３月 日に開店 しました ︒昼は 定食で
ガッツリ︑夜は居酒屋としても︒

受付日時：4月21日（土）10時〜18時

・お1人様2名分までお申込みいただけます。
・整理券はご入場の際必要になりますので大切に保管下さい。
・定員になり次第、受付は締め 切らせていただきますのでご了
承ください。
・お申込は上記日時にご来館の上受付けます。お電話やＦＡＸ、
Ｅメール等でのお申込は一切お受けできません。
※日付および時間指定のものを配布致しますので、指定の回
に行かないと無効となりますのでご注意ください。

■２／８ にＮＨ Ｋあさイ チでや ってい
た ワン コイン募 金 は いいと思 いまし
た︒被災 者の人 が例えば ラーメ ン屋さ
んをやり たい！ と言って 募金額 を設定
します︒ 賛同し た人がワ ンコイ ンから
募金して 目標額 に達成し たら始 められ
るという もの︒ その後も 報告が あって
自分の募 金がど う使われ ている のがわ
かっていいかなと︒ ︵中尾のＫさん︶
※出演し ていた 伊勢谷友 介さん たちの
被災地支 援は﹃ 元気玉プ ロジェ クト﹄
というも のです ︒インタ ーネッ トで支
援参加できます︒
■ちょっ と面倒 ですが︑ ふるさ と納税
をしてい ます︒ 各県︑市 町村へ 直接申
し込み手 続きを して送金 します ︒確定
申告に寄 付金で 申請しま すと税 金が多
少安くな ります ︒またこ れは直 接です
からたと えば宮 城県に申 請し復 興に使
用してく ださい とすれば ︑その 方面に
使用されるようです︒
︵金が谷のＳさん︶
※インターネットの﹁Ｙａｈｏｏ！公金
支払い﹂ ではク レジット カード ︵５千
円以上︶でふるさと納税が可能です︒

【日時】平成24年4月24日(火)〜30日(月)

22

【入場】無 料 ・ 要整理券
☆ お申込方法 ☆下記の日時・場所でご来館された方を
対象に、先着順で整理券の配布を行います。

11

【会場】サンハートホール（二俣川ライフ5階）
各日5回上映･各回入替制･一回あたり定員40名･上映20分

■３． 以来︑いろいろな情報からいかに
自 分が原発 につい て無知で あった か思い
知 らされま した︒ 知ろうと しなか った私
達 もいけな いが︑ あえてマ イナス の情報
を知らせようとしなかった国もいけない︒
新聞﹁プ ロメテ ウスの罠 ﹂など からい
ま までの経 緯を知 りました が︑地 域密着
の 情報を発 してく れる﹁さ わイン ﹂も貴
重です︒
︵東希望が丘のＯさん︶
※ ﹃プロメ テウス の罠 明 かされ なかっ
た 福島原発 事故の 真実﹄は 学研パ ブリッ
シ ングから 出版さ れている 他︑お 申込い
ただければ朝日デジタルでも読めます︒

①11時〜 ②13時〜 ③14時〜 ④15時〜 ⑤16時〜
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NPO法人 ＷＥ21ジャパン・旭
〒240-0825
旭区中希望が丘101-21
TEL/FAX：３６４-３２７７
営業時間：10:30〜17:30
(土曜日 13:00〜17:00)
定休日： 日曜、休・祝日

出向いていけませんが︑ボランティ
アを支える意味も含め︑寄付してい
ます︒自分の賛同できるボランティ
アに対しての義援金でありましたら︑
きっと納得した上で募金ができるの
ではないでしょうか？
﹁てっとり早く募金するには？﹂
とありましたが︑意外と行きつけの
お店や銀行︑公共機関に設置してあ
りますので︑ぜひ︑皆様もご利用し
てみてくださいね︒このような近場
の募金は︑家族とともに長続きしま
す︒
︵笹野台のＴさん︶
■震災から１年︑私の気がかり
昨 年 の 大震 災 を 受け て ︑ 各 地の
﹁災害対策の見直し﹂が盛んに行わ
れています︒身近かなところでは︑
東京都が﹁帰宅困難者対策﹂を抜本
的に変えようとしています︒当然︑
横浜市も行っていると思いますが︑
それの﹁市民への周知徹底﹂をどう
進めようとしているのか︑が気がか
りです︒︵中略︶
これまでも防災対策は少しずつ改
善されてきましたが︑一般にはほと
んど伝えられず︑関係する諸団体が
一生懸命伝えているだけでした︒今
後はもっと組織的に広報する方策を
講じる必要がある︑と思うのです︒
︵金が谷のＮさん︶
※皆さんのおっしゃる通りですね︒
来 月 の特 集で す が︑﹁ 休 日 の過
ごし 方﹂ に した い と思 いま す ︒土
曜日の別冊﹁ｂｅ﹂に掲載の数独に
夢中！とか︑雨の日のおでかけはコ
コ！︑ゴールデンウィークはココに
行きました等︑お待ちしています︒

■サンハートからお知らせ

ま す︒も ちろん ︑防 災の 意識は ある の
で すが︑ さしあ たっ てど う準備 して よ
い のか︑ いまい ちピ ンと 来てい ない の
が 実情で す︒屋 外の 倉庫 にキャ ンプ 用
品があり︑急場はそれでしのげるかなぁ
と思 って お りま す︒ た だ︑ 一つ だけ
変え たこ と は︑ 歩く よ うに 心が ける
よう には な りま した ︒ はじ めは ︑つ
らい 部分 も あり まし た が︑ 最近 では
気分 が乗 れば 分 ほど 歩い てお りま
す︒ 先日 の 新聞 の記 事 で野 坂昭 如さ
んが ︑﹁ 便 利に なり す ぎる のも いか
がな もの か ﹂と あり ま した ︒震 災が
起こ って ︑ まず 頼り に なる のは ︑自
分の 体力 で す︒ なれ る と︑ 色々 なも
のが 見え て きた りし て ︑案 外面 白い
ものですよ︒
︵今宿のＵさん︶
■﹁震災から一年︑私の募金箱﹂
子 ども た ちと とも に ︑少 しず つ毎
月お 金を た めて ︑近 く のコ ンビ ニに
行っ たと き に︑ 募金 を する よう にし
てい ます ︒ ﹁ま た来 て くれ てあ りが
とう﹂と声をかけられるほどです︒
また︑ 私は︑ ﹁︵ 社︶ 日本ア ロマ 環
境 協会﹂ の会員 です が︑ 協会で は︑ 現
地 でアロ マのイ ベン トや トリー トメ ン
ト のボラ ンティ ア︑ 寄付 を行っ てい ま
す ︒私自 身︑家 族を 置い てその 場所 へ

４月18日（水）〜２1日（土）
キボフェス開催の為､22日(日)も臨時営業!
※

■﹁震災から一年︑私の決めたこと﹂
余 震も続 いてい る昨 今︑大 地震 が何
時来 てもお かしく ない とか︑ メデ ィア
でも 言われ ていま す︒ どなた かが 言わ
れた ことか もしれ ませ んが︑ 一日 一日
を悔 いな く生き る︒ 簡単 そう で︑ な
かな か実 行には 至っ てい ませ んが ︑
気持ちの何処かに持ち続けたいと思っ
ています︒頑張れ東北！
︵中尾のＭさん︶
■﹁震災からの︑私の変化﹂
﹁ なる 様にな る﹂ と思 って いた 私
です が︑ 今は﹁ 震災 への 備え ﹂な ど
はよ く読 む様に なり まし た︒ 読む だ
けで なく 三日分 の食 料の 一環 とし て
食パ ンの カンズ メな ども 用意 しま し
た︒ 出来 ること から 少し ずつ やっ て
いこうという気持ちに変化しました︒
宝く じも 当たら ない と思 って 買い ま
せん でし たが︑ 寄附 だと 思っ て買 っ
てしまいました︒ ︵今宿のＴさん︶
■﹃震災から一年︑私の深砕・親再・
伸才 ﹄・ ・・ 心が深 く砕 かれ ても ︑
親友 との再 会を信 じ︑ 伸ばす 才能 を応
援します︒
︵中尾のＴさん︶
■震 災から 一年経 ちま したが ︑我 が家
では 水を買 うよう にな ったく らい で︑
大き な生活 の変わ りは ないよ うに 感じ
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フェスティバルの為︑臨時営業し︑
引き続き半額セールを開催します︒
皆様のお越しをお待ちして
おります︒
（一部除外品あり）

リユース・リサイクルから
アジアの女性たちを支援

11

震災から1年、私の○○
※希望が丘商店会フェスティバル﹂の
通称︒開催時間は午前 時から午後８
時で︑荒天中止︒希望ヶ丘駅南口の中
央通りが一部歩行者天国になり︑加盟
店の露店が多数並びます︒

おでかけスポット

※グループホーム にいるお母さんを 元
気づけるため︑一 時間圏内でオスス メ
スポットや良い温 泉︑銭湯などを知 り
たいと言われるＷさんのお尋ねに︑
■みなとみらいに ある万葉倶楽部は い
かがですか︒東名 町田横浜ＩＣの近 く
にもありますが︑ みなとみらいは屋 上
の足湯に入りなが ら︑観覧車をなが め
ることができます ︒もちろんお風呂 に
はいり︑海を眺め ることも︒女性に は
好きな柄のゆかた を貸し出してもら え
ます︒
︵中尾のＢさん︶
※館内はエレベー ターが完備してい ま
すが︑屋上に上がる所だけは階段になっ
ていますので︑その点ご留意ください︒
ネットからホッ トペッパーのクー ポ
ン利用がお得の他 ︑﹁母の日＆父の 日
ギフト﹂というパ ックも提供中です ︒
詳し くは︑ ℡６ ６３ ４
- １ ２６ 横 浜
みなとみらい万葉倶楽部まで︒

おしえて！

開花期間の長い鉢植え

■室内で比較的簡 単に育てられる開 花
期間の長い鉢植え の花を教えてくだ さ
い︒
︵今宿のＫさん︶

ちんげんさい

ヒヨドリの能力

■庭で育てていた 青梗菜が︑ある朝 ︑
全部ヒヨドリに食 べつくされていま し
た︒そばにはその 他︑色々植えてあ る
のに！なぜヒヨド リは青梗菜が識別 で
きたのでしょう？ どなたか教えてく だ
さい︒
︵東希望が丘のＷさん︶

あげます！

① プリンタインク

Ｄ ＥＬ Ｌのオ ールイ ンワ ンイン ク
ジェ ット プリン タ用Ｍ Ｋ９ ９２︵ 大
容量 ブラ ックカ ートリ ッジ ︶︑Ｍ Ｋ
９９３︵大容量カラーカートリッジ ︒)
適合機種お持ちの方さしあげます︒
︵笹野台のＵさん︶

ご 応募 掲載期 間は１ カ月 です︒ 当
店か らお 申し出 者さま にお 知らせ し
︵当 店の 仲介は ここま で︶ お申し 出
者さ まか ら︑ご 連絡と お引 渡しと な
りま す︒ ご連絡 がない 場合 は︑選 考
漏れとご解釈ください︒

５月休刊日
次号発行日

５月 ７日 月( )
:
５
日 日( )
: 月
毎(月第３日曜の発行
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全品半額

ＷＥショップ・旭
先月号 のＷＥ ショ ップ旭 の記事
をご覧に なった多 くの読 者の方か
ら反響をいただきました︒
近頃の ﹁断舎利 ﹂や﹁ 捨てるの
は︑もっ たいない ﹂の思 いから︑
﹁こうい う物で良 いのか しら？﹂
と大きな 紙袋にた くさん のご寄付
の品を持 ってきて いただ いたり︑
﹁持ちき れないの で︑車 での引き
取りを⁝ ﹂等本当 にあり がとうご
ざいました︒
皆様の 思いをい ただい て︑活動
してきま したＷＥ ショッ プ旭も︑
今年で︑ 周年を迎えます︒
おかげさまで︑２０１１年度は︑
フィリピ ン・カン ボジア ・バング
ラディシュ・イラク・パレスチナ・
そして東日本大震災へ︑合計で
円 の支 援金 を各団 体に
1.7 90 .4 04
送金いた しました ︒この 中には︑
皆様から のご寄付 や募金 も含まれ
ています︒
さて４月 日 水( 〜) 日 土( ま)
で 周年 感謝 半額セ ール を行 い
ます︒ま た 日 日( は) 希望 が丘商 店会
11
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