［１／２］ さわやかインフォメーション第149号 発行日:2010年8月15日(日)毎月第3日曜 発行部数:5600部

〒241−0816旭区笹野台4-65-12 TEL:0120-57-0843 FAX:391-7357
マスコットキャラ

第１４９号
２０１０年８月１５日

さわインちゃん

10
17

22

10

15

10
30

13
30

が 毎月発行し ております ミニコ
ミ紙﹃さわやかインフォメーショ
ン﹄︵通称﹃さわイン﹄︶です︒
地 域に根ざし た情報の収 集・発
信にご活用頂ければ幸いです︒
今後とも当 販売店並び に︑さ
わ や かイ ンフ ォメ ー
シ ョ ンを よろ しく お
願いいたします︒

９ 月休刊 日:９ 月1 3 日( 月 )
お知らせ 次号発行日:９ 月1 9 日 (日)
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:〜︑
:〜 マジック
■２階料理室
今宿コミュニティガーデン
友の会︵エコ喫茶コーナー︶

※今月はパズルで頭の
体操を。答えは紙面の
どこかに隠れています
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８月 日︵日︶ 時〜 時
■体育室で利用団体の発表他

11 10
15 30

・
:〜 阿波踊り
・
:〜 今宿三味の会・今宿
フォークダンスサークル・
太極拳 長江の会・フリュー
ゲル・ピカケフラサークル・
たんぽぽ・ラ ヴィオレッタ・

CAN Da nc e Factory
・
:〜 和太鼓の演奏
■お茶席体験コーナー
■２階プレイルーム
:〜︑
:〜 紙芝居
:〜︑
:〜 マジック
皆さんでお越しください！
今宿地区センター
今宿地域ケアプラザ

◆今宿サマーフェスタ◆８月21日・22日

◆毎 日 新 聞 の 取 扱 い を 始 め ま し た

21

８月か ら毎日新聞 希望が丘販
売所と三 ツ境販売所 の業務を引
継がせて頂きました︒取扱紙は︑
毎日新聞 はじめ︑毎 日小学生新
聞︑スポ ニチ︑週刊 ﹁サンデー
毎日﹂︑﹁ＮＥＷＳがわかる﹂︑
﹁週刊将棋﹂などです︒
移行と なりました お客様方︑
はじめま して！こち らは︑当店

・紫陽花
:〜
Step Twirlers
ダンスサークル・
太極拳 ファ
ンソン・琴音会・
スーパーキッ
ズダンス・太極拳 黄河の会

10
40

両日とも
■模擬店︵カレー︑かき氷︑
綿菓子など︶■販売︵パン・
クッキーお菓子︑ポップコー
ンなど︶■体験教室 ペ(ーパー
クラフト・バルーンアート︶
■１︑２階各所で地区センター
利用 団体 の 展示 ・体 験 ■未
就学児のミニ縁日

８月 日︵土︶ 時〜 時
■体験教室 フ(ェイスペイント )
■体育室で利用団体の発表他
・

・
:〜 歌声喫茶
・
:〜 夕和会・エコソーイン
グ︑サチ教室合同
■２階プレイルーム
14 13
40 10

(毎月第３日曜の発行)

どんどん
応募してね！
プレゼントNo11

※チケット類は、２枚１組となります。

(先着順)

「ドラえもんスクラップブック」
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。(朝日新聞購読の方のみ)

１５
プレゼントNo12

･

１６

＜前号のプレゼント応募倍率＞
応募総数は530通(当選数/応募数)
１位:TOHOｼﾈﾏｽﾞﾁｹｯﾄ(10/138）14倍
２位:「ﾊﾟﾝﾀﾝ」のお菓子(5/34）7倍
３位:ﾏﾘﾝﾀﾜｰ展望台(20/78)4倍
４位:大磯ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ(10/30)3倍
５位:東京ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞ(6/14)2倍
６位:ﾏﾘﾉｽVSｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟(7/14)2倍

横浜べイスターズ 9/7(火),8(水),9(木)18時〜 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ
VS

巨

人

ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席

いずれか1日 (注2

横浜べイスターズ 9/14(火),15(水),16(木)18時〜 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ
VS

阪

神 内野自由席 いずれか1日 (注2

横浜べイスターズ 9/18(土),19(日),20(祝)１４時〜 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ

１

〜10月末迄有効｡ら ら ぽーと 横浜,海老名,川崎等の
TOHOシネマズ
１０組
ムービーチケット TOHOｼﾈﾏｽﾞで１名様１作品に限り有効の券

２

8/27〜9/7迄｡期間中1回に限り有効(注2
都市対抗野球
9/27〜10/21ﾐｭｰｼﾞｶﾙ『エリザベート』(注１
帝 国 劇場
１８
１５組
東京ドーム外野席 本件半券提示で周辺施設各種割引あり
応募ハガキ ご招待応募申込ﾊｶﾞｷ,出演:山口祐一郎他

３

9/11(土)16時ｷｯｸｵﾌ 等々力陸上競技場
横浜Ｆ･マリノス
10/7〜10/13 新派公演『滝の白糸』昼(注１
三 越 劇場
１９
１５組
VS 川崎フロンターレ Jﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第22節〕自由席 (注2
応募ハガキ ２階席応募申込ﾊｶﾞｷ 出演:市川春猿､猿弥他

４

新 横浜
スケートセンター

５
６

三

溪

園

ＴＯＫＹＯ
C I TY V I E W

〜9/30迄｡新横浜駅歩5分｡滑走券(貸靴別)
平日14:30〜/土13:00〜/日10:00〜18:00

広

島 内野自由席 いずれか1日(注2

１５組
２５組
７組

〜9/30迄｡中区本牧(横浜駅ﾊﾞｽ35分下車歩5分)
１５組
65歳以上の横浜市内在住者は無料(要証明書)

２０

朝日クッキング A5判17頁､毎月発行の小冊子｡
３０名様
サークル たっぷり季節野菜／9月「ナス インゲン」

〜10/31迄｡六本木森タワー52F(六本木駅直結)
森美術館へも入館可｡海抜250m×360℃を満喫！

５組

２１

｢ダーウィンが来た!｣ 朝日ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｼﾘｰｽﾞ 創刊号と2号のｾｯﾄで
DVDブック ＮＨＫの人気番組がＤＶＤブックに！

〜10/29迄｡神谷町駅徒歩6分｡東京タワー１F
900種類5万匹を展示。土･日･祝日利用不可

５組

２２

ドラえもん
ｻｲｽﾞ:高さ10×横3cm｡
５０名様
キーホルダー やわらかビニール素材｡押すと音がでます

東 京タワ ー
水 族

８

コスモワールド

〜10/31迄｡みなとみらい駅徒歩2分｡平日限定
１０組
大観覧車招待券(12/21-1/6,1/18-21利用不可)

９

帆船日本丸 ＆
横浜みなと博物館

〜9/30迄｡桜木町駅徒歩5分 横浜の港を
楽しく学ぼう｡ 総展帆日：9/5,26｡

１０ ゴーゴー
ミッフィー展

VS

１３組

１５組

７

館

１７

１８組

３名様

９組

9/11〜10/11迄｡そごう美術館(そごう横浜店）
３０組
人気絵本8作の原画やスケッチ２００枚を公開
9/4〜10/24迄｡bunkamuraザ・ミュージアム

１１ フランダースの光 （渋谷駅徒歩7分）ﾍﾞﾙｷﾞｰの美しき村を描いて ２５組
8/24〜10/1迄。期間限定券｡日比谷駅徒歩3分

１２ 三菱一号館美術館 岩崎家と三菱ゆかりのコレクション

プレゼントは

１５組

１３ 神 宮 美 術 館 展

9/22〜10/4迄｡横浜高島屋｡期間短いので注意
式年遷宮記念｡奉納の美術品を特別公開

４０組

１４ 上 村 松 園 展

9/7〜10/8迄｡東京国立近代美術館(上野)
珠玉の決定版｡期間限定券

１５組

（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。

終了しています

恐怖映画

教えてあげる

夏バテ対策

んでい るのは﹁さとう指圧 ・鍼
灸 院﹂ 二
で
( 俣川 1‑46‑11‑104)
す︒
︵今宿のＭさん︶
■整体 院より接骨院の方が リー
■夏バテ対策にキ ムチをよく食 ズナブ ルで良いと思います ︒私
べます︒韓国では カレーとも一 は 今宿 にあ る今 宿接 骨院 今( 宿
︶がオススメです︒
緒に食べるようですね︒乳酸菌︑ 西町 1956
︵笹野台のＫさん︶
ビタミンＢ︑Ｃ︑ カロテン︑カ
ルシウムと多くの 栄養素が含ま ■近場 では希望が丘にある 横山
接 骨院 中
が良 い
( 希 望が 丘 108)
れてますよ
︵中尾のＳさん︶ と思い ます︒体育会系の方 達が
■食欲が低下して しまう暑い夏 熱心に 治療してくださるの で通
にぜひお勧めの簡 単に出来て作 院した 後はとっても元気で す︒
り置きできるおか ずです︒材料 朝も早くからやってます︒
︵笹野台のＭさん︶
として胡瓜・みょ うが・大葉を
※店長は︑三ツ境ダイエー近く
微塵切りして醤油 に漬け込んで
の﹁しろくま接骨院﹂と二俣川
おくだけです︒ご 飯・素麺に最 の長崎屋４階の﹁カラダファク
適︒
︵笹野台のＫさん︶ トリー﹂︒私は︑笹野台商店街
の三ツ境北口接骨院が︑明るく
気さくな雰囲気で地元のお年寄
りに親しまれている接骨院だと
思います︒

お勧め整体院

た が︑みたらし団子と
水 羊羹︑美味しかった
■前 号でお知ら せ頂いた ﹃エコ笑 こ祭り﹄ な ︒でもお店の奥さん
に行 ってきまし た︒暑い 中︑皆様 が日々実 お 忙しくよかったね︒
践な さっている エコ活動 を拝見い たしまし 次 回も頑張ってくださ
た︒ 太陽光を利 用するソ ーラーク ッキング︑ い︒
動く おもちゃ︑ 生ごみか らの土作 りなど夏 ︵東希望が丘のＨさん︶
休みの自由研究の参考と なりました︒こ
■笹 野台中 央商 店街
にハ ワイア ンカ フェ
れからも地域で身近なエ コ活動を発信し
がオープンしました︒
て頂けると嬉しいです︒ 親切に説明もし
ラン チ︵ロ ミロ ミ︑
て頂き︑ありがとうござ いました︒
ロコ モコ︶ おい しい
︵笹野台のＴさん︶
です︒
※以前紙面で連載した﹁ エコラム﹂の長
︵中沢のＳさん︶
野さんもメンバーで活動されています︒
■︵ 前号の ︶ <新店
舗紹介
>に あ っ た
﹃茶香林カフェバー﹄
■朝市 ７(／４ 行)ってき ました︒９時過
のワ ッ フ ル を食 べ て
ぎ には じゃ んけ ん大会 の大 きな 声 が遠 く
み ました︒ とてもグ ッドです ！新着おす す
まで 聞こえまし たよ︒野 菜果物も 大賑わい︑ め の中国紅 茶も何回 もお湯を 差して頂い て
いい ですね︒こ んなに子 供もいっ ぱいいる ついつい長居をしてしまいました︒
んだぁ〜〜うれしい気分︒帰りは和菓子屋
︵中尾のＷさん︶
さんも行列︑お稲荷さんは買えませんでし

一人 当りの配 達時間は︑ 午前２時 頃から
用意を 始め︑配 達終了はお おむね６ 時頃と
なりま す︒遅い 版になって しまうと ︑後半
のお客 様へご迷 惑をおかけ すること になり
ます︒ どうぞ︑ ご理解︑了 承の程よ ろしく
お願い致します︒

35

ＴＥＬ：３６５‑５１８３（富樫）

■二俣川の整体・指圧で最も混

・アロマテラピー・ハーブ・ポプリクラフトを中心
とした講座です。場所は地区センターにて
・11月に体験講座を予定（材料費のみ１５００円)
・資格取得検討中の方、応相談。
→まずは、ご連絡を!!（９月末日までに)
０８０−５４４３−６５７ ５(高岡)
午後６時から８時までに。出られない時は
留守電に連絡先を入れて下さい。折り返し致します。

特集

■ いよいよ 子ども達 は夏休み です︒ただ 切
り裂き事件があったり不審者情報が多数あっ
■先日 庭に敷い た板を剥が したとこ ろ尋常
た りと親と してはと っても不 安です︒で き
じゃな い蟻の大 群がいまし た︒庭の 手入れ
れ ば紙面で も呼びか けてもら って地域全 体
を怠る と後にな って大変だ と改めて 痛感し
で 子ども達 を守って もらえる と嬉しいで す︒
ました︒
︵今宿のＫさん︶
︵中尾のＳさん︶
※暑 い中 の庭 仕事 は重 労 働で すが ︑早 朝 ･
夕方等 比較的楽 な時間帯で お手入れ をした
いです ね︒我が 家も雑草取 りに四苦 八苦し
ています︒

●懐かしい風景①﹁
二俣川駅﹂
昭和 年頃︵
金が谷のＮさん︶

■相鉄 線二俣川 駅の電車の 到着や発 車を知
らせるベルの音が今年もジャズの音楽になっ
ている ことに気 付きました ︒個人的 にはこ
の企画が気に入っています︒
︵中尾のＹさん︶

ＡＳＡ三ツ境北部

■ 朝３時︑ 午後３時 頃の配達 は誠にご苦 労
さ まですが ︑そんな に早くと もよいので す
が ・・︒も っと遅い 版︵新し いニュース ︶
の配達はできないものでしょうか︒
︵今宿のＩさん︶
※ こちらの 販売店に 届くのは ︑朝日新聞 の
場 合︑第 版の紙面 です︒そ ういった お声
が ある事は 存じ上げ ておりま すが︑これ ば
かりは︑販売店では決められません︒

笹野台4-65-12(金が谷道沿い)
TEL：０１２０−５７−０８４３

13

短時間のお仕事だから
自分の時間が作れます
未経験でもOKです！
親切に指導いたします
＊＊＊＊＊＊＊＊＊
給与：１５万円〜
時間：朝刊 2:15から3〜4 時間位
夕刊 13:30から1 .5 時間位
仕事：朝刊・夕刊・配布物の配達
休日：週休制（交替制）
資格：原付免許お持ちの方
待遇：ミニ賞与年2回
住宅手当あり（社宅・寮完備）
★ご応募は、お電話の上、履歴書
（写真付）をご持参下さい。
お待ちしています！

月１回第３日曜日（原則）
午後１時30分〜
場 所 : 県民センター３０７号室
横浜駅徒歩５分（ヨドバシカメラ隣）
月 謝 : 1,500円（入会金なし）
８月15日（日）
９月19日（日）
守屋順子先生指導
和気あいあいと楽しい
句会です。
(俳句は寝たきりに
なっても出来ます)

１.振袖 ２.黒留袖・色留袖
３.訪問着、小紋、ゆかた等
お嬢様の成人式のお振袖、卒業式
の袴など、お母様の手でお着付け
なさいませんか。
愛情あるお着付けが出来ます。
二人一組になってお着付けをします。
９月から着付け教室を始めます。勇気を出し
てやってみましょう。
日 時 :水・木・金・土曜日の１日を選ぶ
午前10時〜12時、午後２時〜４時
（毎月１回〜２回）
場 所 :自宅（今宿２‑47‑32）
ＴＥＬ:３９１‑３３３７
会 費 :１回 1,000円
講 師 :亀 山

※お 申 し出 が４ 軒と ︑ ちょ っと 少 な
くて 残 念で した ︒来 月 以降 も随 時 掲
載い た しま すの で︑ お 気軽 にお 申 し
出ください︒
来 月 は特 別に お題 は 設け ず︑ 自 由
にお便りを頂きたいと思います︒

「香りのパレット」

お仲 間 募 集
掲示板

14
19

みんなのこえ

＜ 配達ア ルバイ ト 急募＞

■俳句「木の実句会」
■着付け教室

■尺八入門 のご案内

〜植物の香りを生かして〜

!!

小生が主催する琴古流尺八教室
では︑日本の伝統音楽﹁尺八楽﹂
を日々稽古しております︒興味と
関心のある方の見学を歓迎いたし
ます︒﹁江戸時代の虚無僧曲﹂や
﹁地歌・箏曲﹂等です︒
教室 金:が谷２ ‑ ‑
︵ニュータウ ン第 ７バス停よ り徒
歩
５分・岸本バス停より徒歩７分︶
電 話 ３:６２ １‑７３４
稽古日 曜:日・時間については
ご相談下さい︒
稽古料 :一(か月︶七千円
︵ 歳以上の方︑及び学生は
五千円︶
入門料五千円と譜本代が別途
かかります︒
60

〒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149号 発行日:2010年8月15日(日)毎月第3日曜 発行部数:5600部

< プロフィール> ☆(社 )日 本アロ マ環境 協会 ・インスト ラクター
☆(社 )日 本アロマ 環境協 会・ 環境 カオリスタ 検定 合格
☆熊 井明 子ポプリの 会・ 講師
☆旭 区＆ 瀬谷 区・ 生涯 学習 支援 センター登録 (各 種単 発講 座引 き受けま す）

