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残暑お見舞い申し上げます

時

15

23

今年の夏は︑天候の変化が激しい様です︒通り雨には配達スタッフ
も泣かされます︒皆様も健康には十分ご留意なさって下さい︒

〜

10

今宿サマーフェスタ

日︵日︶

23

︵８月 日・ 日︶
今年もサマーフェスタの季節がやってきました！
利用している団体の発表・展示・体験をはじめ︑
イベントも盛りだくさん︒ 日に来場していただいたお子さんには︑
ポップコーン無料引 渡し券 (日分 を
) 先着３００名様 に差し上げま
す︒ご家族やお友だちとお誘い合わせの上いらしてくださいね︒
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時
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14
30

) ヨー ヨー︑輪投げ

13 12 12 11 11
00 30 00 30 00

10

〜

11
30

10
30

22

日︵土︶
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00 00

ケアプラザ 会
駐車場
場

ヨー ヨー︑バルーンアー ト︑輪投 げ

横浜今宿地区センター

12
30

10
00

ケアプラザ

■模擬店
■模擬店︵五目いなり 夏･野菜カレー
︵
カレー・焼きそば・
かき氷・
ジュース フランクフルト 焼･ き鳥 冷･ やしぜん
ざい 綿･ 菓子 他 )
焼き鳥・
綿菓子 水あめ︶
■麻薬撲滅キャラバン隊
･
■阿波おどり︵あさがお連︶
■販売
■販売
パン・
クッキー︑とうふ︑お菓子
パン・
クッキー︑とうふ︑お菓子
■おこし作りの実演販売
■紙芝居 マ･ジック・ポップコーン
■ケアプラザ体験教室
■ケアプラザ体験教室
押し花︑工作
押し花︑工作
■未就学 児のミ ニ縁日 た(こ焼 き ︑■ 未就学児 のミニ縁 日 た( こ焼き︑

今宿町2647-2

12
30

14 14 13 13
30 00 30 00

階
■地区セン ター利用 団体の 発表 ■地区センター利用団体の発表

11
40

10
00

体 育 室
☆
〜今 宿三
:〜 Daisy
Q
:
: 〜横浜旭吟詠会
味の会
:〜琴音会
: 〜ファ
ヴィオレッタ
: 〜ラ・
ンソン
: 〜今宿フォー クダンス
: 〜夕和会
サークル ポ(ーチュラカ・ちゅーりっ
ぷ )
: 〜黄河の会
:〜 太極拳︵長江の会︶
:〜今宿 スクエアダンスクラブ
:〜
:
:〜 Step Twirlers
歌
声
喫
茶
:〜紫 陽花 ダン スサ ーク ル
サマーフェスタＶｅｒ．
:〜エ コソ ーイ ング クラ ブ

11
00

13
00

■地区センター利用団体の展示 体･験 ☆新婦人めーぷる ☆新婦人
リファームくん ☆今宿絵手紙友の会 ☆ローズガーデン☆アトリエ﹁ロー
ズ＆フラワー﹂☆横浜友の会 ★今宿写経の会 ☆コラージュ絵手紙の会

15
00

10
00

１
フリー
会議室 スペース
■地区センター利用団体の展示 体･験 ★グループリーフ﹁ミニカゴ作り﹂
★ペン習字同好会 ☆まつのき会 ☆さくら書の会 ★グラスアートかがやき
☆布あそび ★スターオレンジ﹁純銀粘土で作るシルバーアクセサリー﹂

14
00

10
00

■ 紅 茶講座﹁アイスティを
おいしくアレンジ﹂

上記お問い合わせ
お申込は今宿地域ケアプラザ
ＴＥＬ（３９２）０３０９
ＦＡＸ（３６０）００２３

12
00

10
30

■ ブランチクッキング
﹁おいしいクレープをつくろう﹂

15

11
00

事前申込⁝⁝
事前申込⁝⁝
:〜
:
:〜
:
■わんぱく工作・フェイスペイント ■今宿コミュニティガーデン友の会

12

２ 階
プレイ
その他 ルーム 和室 工芸室 料理室
⁝⁝
﹁エコ喫茶コーナー﹂
:〜
:
■バルーンアート
⁝⁝
〜
:
:
■影 絵
■ おはなしのくに﹁腹話術・紙芝居﹂
⁝⁝
⁝⁝
:〜
:
:〜
:
■地区センター利用団体の展示
☆ファンタジー☆峯の会☆小柿会☆日本画サークル☆さくら書の会

10

今宿地域ケアプラザより
＊小学生の押し花教室＊

夏休みの作品づくりに参加しませんか？
★日時：８月 日︵水︶ 時〜 時
★対象：小学校１年生〜６年生★定員： 名程度
★参加費：５００円 ★講師：金子恵美子先生
※事前にお申込ください︒当日の参加は出来ません︒
お申込多数の場合は抽選となります︒
19

さわインちゃん

http://home.catv-yokohama.ne.jp/99/imajyuku

２枚1組
１２

どんどん応募してね！

１４
１５
プレゼントNo20

･

プレゼントNo10

２枚1組

TOHOシネマズ
ムービーチケット
東急系映画館
19館共通鑑賞券

〜9月末迄有効｡ららぽーと横浜､ 海老名､川崎
等のTOHOｼﾈﾏｽﾞで1名様1作品に限り有効の券

５組

9月中有効｡渋谷､新宿ﾐﾗﾉ､ﾑｰﾋﾞﾙ､109ｼﾈﾏｽﾞ(ｸﾗﾝ
ﾍﾞﾘｰﾓｰﾙ､MM横浜､川崎)等で1名様1回 限り有効

５組

３

箱根
ひめしゃらの湯

〜9/30迄。箱根湯本駅から無料送迎ﾊﾞｽ有
土日祭日を除く平日券｡ﾍﾞｺﾞﾆｱ園の割引も

１０組

４

三

〜9/30迄｡中区本牧(横浜駅ﾊﾞｽ35分下車歩5分)
65歳以上の横浜市内在住者は無料(証明書持参)

１５組

５

サンシャイン
国際水族館

〜9/30迄｡池袋駅徒歩10分ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾎﾟｰﾄﾏｰﾄ屋上
あわせて展望台のご優待(2割引)も

１５組

６

船 の 科 学 館

〜9/30迄｡新交通ゆりかもめ「船の科学館駅」
南極観測船や青函連絡船も展示

２０組

７
８

プレジャー
〜9/30迄｡相模湖インター10分｡入園券｡
フ ォ レ ス ト 遊園地やプール､バーベキューも(別料金)
ボウリング
〜9/30迄｡厚木･桜ヶ丘･藤沢他(貸し靴代別)

９

松 岡 美術 館

１
２

溪

園

お楽 し み券

1人2ｹﾞｰﾑ以上で1ｹﾞｰﾑ無料券 1枚で2名様有効
〜9/23迄｡白金台駅徒歩6分
「ｴｺｰﾙ･ﾄﾞ･ﾊﾟﾘ展」-ﾊﾟﾘにきらめく画家たち
〜10/4迄｡東京都美術館(上野駅徒歩7分)

１０ トリノ・エジプト展 イタリアが愛した美の遺産
１１ 美 し の 和 紙

9/19〜11/3迄｡サントリー美術館(六本木駅)
-天平の昔から未来へ-和紙の魅力をご紹介

１０組

横浜隼人高校
一回戦突破！
おめでとう
!!

巨

人

ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席 いずれか1日(注

東京ヤクルト
VS

巨

人

9/20(日)18時〜神宮球場(外苑前徒歩5分)
ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ外野自由席 いずれか1日(注

１５組
１５組
５組

横浜べイスターズ 9/21(月),22(火),23(水)14時〜 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ
１５組
VS

阪

神

ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席

いずれか1日(注

１６

横浜Ｆ･マリノス VS 9/6(日)18時ｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム
川崎フロンターレ ﾔﾏｻﾞｷﾅﾋﾞｽｺｶｯﾌﾟ準決勝第2戦 自由席 ( 注

７組

１７

横浜Ｆ･マリノス VS 9/19(土)16時ｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム
鹿島アントラーズ Ｊﾘｰｸﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第26節〕自由席 ( 注

７組

注)満員の際はご入場できない場合があります。
1名様でよい場合は明記ください。

2009〜10年版
１８ 『 日本経済新聞 日本経済新聞出版社
５名様
の読み方 』 情報活用がぐーんとｱｯﾌﾟする!!B5判126頁
朝日ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｼﾘｰｽﾞ2006年1､2月号
『 街道をゆく
１９
１名様
欧米編セット』「ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ紀行1」「ｵﾗﾝﾀﾞ紀行2」A4判39頁
プーさん
ｻｲｽﾞ:75×150cm 可愛いプーサン柄
２０
２名様
ジャンボタオル 大きいです！
ジェルボールペン ZEBRAの水性顔料・耐水性ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ
２１
１０名様
３ 色セッ ト 黒・青・赤各１本の３本セットです
シナモロール
朝日新聞の新キャラ「シナモロール」の
２２
５０名様
クリア＆シール Ａ４クリアファイルとシール各1枚セットで

１５組
１０組
１０組
１０組

歌舞伎座応募ハガキは、来月分で歌舞伎座改装前、最終となります。
希望者多数と予想されますので、今月より、イ と ロ はプレゼント応募「希望なし」
の方を優先させて頂きます。（プレゼント「希望なし」でも多数の場合抽選となり
ます。）ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

イ「歌舞伎座さよなら公演」応募用抽選ハガキ
十月納涼大歌舞伎

VS

横浜べイスターズ
横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ
１３ VS 東京ヤクルト 9/15(火),16(水)17(木)18時〜
ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席 いずれか1日(注

＜前号のプレゼント応募倍率＞
応募総数は、581件(当選数/応募数)
１位:TOHOｼﾈﾏﾁｹｯﾄ（10/163）16倍
２位:大磯ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ(5/37)7倍
３位:「日経Kids＋」(1/5)５倍
４位:湯楽の里(15/57)４倍
５位:横浜VS広島(10/28)３倍でした

横浜べイスターズ 9/8(火),9(水),10(木)18時〜 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ

出演:藤十郎､吉右衛門､玉三郎他
ロ「新橋演舞場」応募用抽選ハガキ(入荷少量）
十月公演「屋根の上のヴァイオリン弾き」
出演:市川正規､鳳蘭他
ハ「横浜隼人高校 甲子園出場号外」Ｂ４ｻｲｽﾞ1枚

プレゼントは
終了しています
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笹野台商店街のお店情報 ﹁ 住宅前﹂下 車︑本格中 華 ■とても有 名ですが︑ 緑園
■﹁貴さ和﹂︵たかさわ︶
の ﹁風の音﹂ のランチは 安 にあるケー キやお菓子 のお
リー ズナブルなの においし くておいしい
店﹁ラ・ベ ルデュール ﹂が
いん ですよ〜！お そば以外
︵笹野台のＭさん︶ お気に入り です︒ケー キは
も色々メニューがあります︒
※瀬谷区三ツ境１５９ もちろんの こと︑焼き 菓子
ＴＥＬ ３６９ ０５２２
和室 もあるので︑ お子さん
もおいしいです！
:
■ 南台中原街 道沿いのホ ー
がいる方も大丈夫です︒
︵中尾のＹさん︶
ムピックに出る一方通
︵笹野台のＮさん︶
※泉区緑園５ - 行の 入り 口に ある ﹁モ
■﹁ 伊勢屋﹂ さんの五
ＴＥＬ ８１１ ５-１２３
:
ラト ゥー ル﹂ ︒ラ ンチ
■柏 町︵
２
目お にぎりが 最高に美
‑ ︶ に ある 地
は火〜金︒ １９９０円︒ 域活動ホー ム﹁連﹂︵ 水〜
味しいです♪
ネッ トで 探し て行 って
金／ ３ ６０ ９‑ ７ ７８ ︶ の
︵笹野台のＳさん︶
きま した ︒お いし かっ
パンがとっ ても美味し いで
■﹁南蛮屋﹂
た！でも予約だけでいっ
す︒一口ほ おばると︑ 優し
自家 焙煎のコ ーヒーは
ぱいでした！
い味がしま す︒売り切 れ次
おう ちカフェ にぴった
︵中尾のＫさん︶
第終了なの で︑お昼く らい
りの 贅沢な味 わい︒紅
※瀬谷区南台１
１
に行くのがお勧めです︒
茶・ ハーブテ ィー・和
ＴＥＬ ３０３ ４９１９
︵東希望が丘のＫさん︶
食器 ・箱菓子 他あり︒
:
■ 中 沢一 丁 目 に ある
■最近お取 り寄せスイ ーツ
試飲 ＯＫでそ の際の器
﹁香 蘭﹂ のラ ンチ は安
とかが多い ですが︑ 私は
使い は︑おも てなしの
くて 美味 しい です ︒木
﹁ガトーフェスタ ハラダ﹂
参考 になりま す︒今の
曜日はお休みです︒
のラスクが おすすめで す︒
時期 は︑﹁ト ラアイス
︵中尾のＩさん他︶
一度食べた ら忘れられ ない
コー ヒー﹂オ ススメで
※中沢１ - 程おいしかったです︒
す︒ うちの子 は﹁黒糖
ＴＥＬ ３９２ １３１２
︵笹野台のＭさん︶
カス テラ﹂好 きです︒
:
パン・スイーツ・菓子
※
店舗は松屋銀座︑京
ぜひ お立ち寄 り下さい
王新宿店他にあります︒
ね〜♪
次号の特 集ですが︑ うっ
︵笹野台のＴさん他︶
とおしい気 分がスカッ と晴
ランチ情報
れる様な話 題を探して いま
す︒という訳で︑﹁思いっ
きり笑ったこと﹂ に
してみたい と思います ︒お
便りお待ちしています！

パスポ ートを 準備 した 後
は︑い よいよ ﹁目 的地 を
選定す る﹂こ とに なり ま
す︒
比較的初心者が︑目的地を選 定する
には︑新聞広告や最寄り駅周辺 にある
旅行代理店に展示してあるカタ ログを
利用して検討を始めるのが便利です︒
その際のポイントを明記しておきましょ
う︒
■著名な旅行会社の企画である こと︑
添乗員もしっかりしていますし ︑現地
でのサポートも整っていて安心 できま
す︒
先ずカタログを選ぶに当たっ て注意

サイクリングコース

■最近︑自転車にハマっているの
で︑良いサイクリングコースがあ
れば教えてほしいです︒
︵東希望が丘のＡさん︶

家電の修理

■エコ︑リサイクル等々さけばれ
ている昨今︑家電の修理を格安で
してくださるところがあったら教
えて！

︵今宿のＯさん︶

ドキュメンタリ
﹁旭ジャズまつり﹂のできるまでと
演奏が放映予定！
ＴＶＫテレビ
８／ 土( ) :〜
:

８月
日 は 選 挙の為︑
一部地域で新聞の到着が
遅れることがございます︒
何卒ご了承下さい︒
９月 休 刊 日 :な し
次 号 発 行 日 ９:月
日 日(
第(３日曜発行 )

お知らせ
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海外クリスマス体験コースの穴場は︑
飛行場・現地共に比較的混雑 していな
くて︑飾り付けが済みバーゲ ンが始ま
る十二月初旬から二十日頃ま でが︑費
用や現地での買い物がお得で お勧めで
す︒
北欧のほか︑現在︑各新聞 の広告な
どで募集中のツアーコースの 中にも︑
香港や中欧３ケ国周遊クリスマスツアー
など魅力的なものがいろいろ と見受け
られます︒
※ご紹介コース文中︑費＝旅行費用
Ｈ＝ホテル︑食＝ツアー食事 及び現地
にて各自のチョイスし易さ︑ 買＝お土
産の買い易さ・値段・種類等︑
Ａ＝満足度Ａクラス
︵エル・コンドル︶

■きのこ３種と鶏肉
おくらの梅肉ソースあえ
きの こ︵生 しいた け︑し めじ︑
えのき ︑エリ ンギ︑ マッシ ュルー
ムなど ︶好み のもの ３種を 一口大
に切る ︒お皿 に鶏肉 のささ みを敷
き︑そ の上に きのこ をたっ ぷりの
せ蒸し 器で蒸 す︒最 後にお くらを
のせ︑蒸らす︒
鶏肉 は︑手 で裂き ︑きの ことま
ぜあわ せ︑温 かいう ちにソ ースで
あえ︑冷蔵庫で冷やす︒
梅肉ソース 梅干の肉︑しょうゆ︑
･･
酢︑砂糖︑ごま
お好みでみょうがの千切りを上
にのせ︑食卓に︒子供達夫婦が集
まった時に作りました︒簡単でお
いしいと３人のお嫁さんに好評で
したよ︒
︵今宿のＯさん︶

さっぱり料理

教えてあげる
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おしえて！

■朝 ウォークを近 くの今 川公園 へ通 って
昆虫 採集
います︒ラジオ体 操を皆 さんと一緒にし︑
周回コースを５周程回 って帰ります︒帰路︑ ■大池公園︑今川公園以外でカブ
畑でとれたての野菜を買って新 鮮な味を
トムシ︑クワガタが採れる場所を
楽しんでいます︒健康 づくりに努力 して
教えて下さい ザリガニも
いる人に肥満 の人が少ないのを実 感して
︵中尾のＯさん︶
います︒
︵今宿のＦさん︶

!!
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■小 学校では︑
ベルマーク収集の呼びかけ
が盛 んに行 われていますが︑地域の関心
が今イチ希薄です︒さわインにてベルマー
ク収集の呼びかけをお願いします︒
︵今宿のＩさん︶
※当 店入 り口にもベルマーク収集 箱を設
置 しています︒お近くの方は︑どうぞご利
用ください︒

30

■７月 ８日 のことです︒家 人を駅まで送
ろうと︑朝６時 分頃 ︑中 尾のバス通り
■ Ｙ１５０にまだ行っていない方︑
から中尾小に向かう坂道を車で走 ってい
時 以降 は１２００円になります︒暮
たところ︑歩道 を７〜８匹の子 供を連れ
れなずむ横浜の街と海︑ラ・マシンと
た鴨が︑
ヨチヨチと歩いていました︒一瞬
アースバルーンとても素敵です︒夜は
わが目を疑いましたが︑帰路にもう一度
いいですよ︒
︵中尾のＫさん︶
そこを通り︑かわいい鴨たちを車を止め
て眺めていました︒でも︑こちらが気になっ
■エコポイントのＨＰを見ましたが︑
たらしく︑鴨たちの歩みが止まってしまっ
あまりに使い勝手が悪いので閉口し
たので︑すぐに発 進させました︒どこで生
ました︒利用者のことを考慮しない︑さす
活している鴨 たちなのでしょうか？界 隈
が政府主導だなと︑思いました︒
︵今宿のＭさん︶ はカラスや猫 などがいますが︑無事に到
着できたのでしょうか？ご存知の方 ︑
ぜひ
教えてください︒
︵中尾のピー子︶
※中尾小学校の学校
■﹁あげます・ください﹂コーナーの拡充を
だよりにも擁壁の下
お願 いします︒捨 てるに忍 びない子供 用
から公文書館に移動
品々をどうしたらよいか悩んでいるので︒
する親子のお話があ
︵金が谷のＮさん︶
りました︒野生動物
の保護は難しいので︑
※他にも同様のご意見を何通か頂きまし
た︒良いお知恵や情報 があれば︑お願いい 見守ったそうですが︑今も元気でいる
と良いですね︒ 写(真が見たいですネ )
たします︒

みんなのこえ

ルコ皇帝の繁栄を垣間見られます︒
ツアーコースによっては︑コペンハー
観光ルートも国内各都市・ 遺跡を豊 ゲンにも立ち寄り︑かの有名 な？人魚
富に巡り無駄も少なく︑日本 人にはす 姫像やロイヤルコペンハーゲ ン︵磁器
こぶる好意的で安心です︒
名店の本社︶でのショッピン グも出来
無理して変な日本食を選ば ずに現地 ます︒フリータイムに訪れた 日本レス
のお勧め料理にチャレンジし てみても トランでのサーモンステーキ は忘れら
良い思い出になることでしょう︒
れない絶品でした︒デザート のアイス
＊買い物 民:族刺繍の衣料品等
クリームは︑山盛りなので要注意！
＊ 買い 物 ト: ロ ム ソで は︑ スキ ー用 の
ノルウエー 他･
セーターや婦人用には民族的 なコート
ヨーロッパ各地周遊
︵費 Ｈ･・食・買：Ａ︶※ も素敵です︒変わったサンタ クロース
寒いときには寒い国の白夜 の中での 人形やルームアクセサリーも 沢山選べ
クリスマス体験はいかがですか？
ます︒
ノルウエー︵北極圏トロム ソ︶では ＊コペンハーゲンでは︑陶磁 器セット
デラックスホテルに居ながら のオーロ や大きなプラダ支店でもおし ゃれな買
ラ観賞と原住民部落での軽食 や犬そり い物が出来ます︒
体験は︑土産話としてもＡク ラスです︒
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することは︑
疲れたときはフリータイムに 各自の
■現地の時差・気候︵雨季は避 けるこ ペースで休養もショッピングも 選べる
と ︶全 日 程 ・一 日 ごと の 歩 き度 な ど し︑希望によっては現地にて︑オプショ
注( ：カ タログにも記載 されていま す ) ンに追加参加することも可能な ことも
に留意しておくこと︒
記憶しておきましょう︒
■各自が希望する価格範囲内の 旅行企
これからの秋から初冬に向け た旅行
画を選ぶこと︒費用が安いコー スを選 シーズンに適した︑お勧めコー スを筆
ぶと ﹁旅 程が きつ い・
食事 とホ テル が期 待は
ず れ等 ﹂そ れな りの 理
由がありますので良く検討しま しょう︒ 者の感動を受けた体験から︑参 考まで
■旅行を楽しく思い出深いもの にする にご紹介します︒
には︑行程に余り無理がなく︑オプショ
ト
ルコ周遊 ︵費 Ｈ･・食・買：Ａ︶
ン又はフリータイムが含まれて おり︑
アジアとヨーロッパの接点の 国で異
ホテルもスーペリアクラス以上 が何泊 文化観光と多分ツアーコースに 含まれ
か含まれていると旅自体が楽し く満足 るであろうオスマントルコ博物 館で見
感が高まります︒
られる古き日本文化とのつなが りとト
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■﹁カフェ・ベローチェ﹂
コー ヒー ゼリ ーは 食べ
手があっておいしい︒
︵中沢のＮさん︶
※チェーン店︒みなとみら
い店︵
クイーンズタワーＡ１Ｆ︶
や横浜駅 西口店︵北幸２ １-ナガオカビル１Ｆ︶など︒
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海外旅行への準備の話
︵目的地を選ぶ！︶

■二 俣川銀座 の﹁かつ
ふみ﹂ボリュームもありキャ
ベツ も新鮮でカツ がおいし
い︒ ︵今宿町のＷさん︶
■三 ツ境駅より 宮沢行き

特集「 お い し い お 店 情 報 ! 」
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