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さわインちゃん

●手造りぎょうざ
10ケ 税込315円
●干し貝入り自家製造シウマイ
10ケ 税込４72円
●手作り男爵ジャンボコロッケ
５ケ 税込２50円
●有名百貨店よりうまい！と
お客様からおほめをいただいた
炭火焼やきぶた!!
１本売り１００ｇ３００円特価

瀬尾肉店
ＴＥＬ: ３ ６ １ -３ ７ ２ ５
営業時間：９時〜20時(金曜午前休み)
笹野台商店街（笹野台1-20-17）

『太陽の街から希望を』チャリティーコンサートシリーズ Vol. 4

ご登録ください！
防犯・災害等の情報収集に

ＮＹアポロシアター公認パフォーマー

手話ライブ
〜感動のダンスパフォーマンス！〜

旭区の方は−

テレビドラマを見て手話に興味を持ち、
その時好きだった歌を手話しながら
踊ってみようと思ったのがきっかけ
となり、2005年、手話を取り入れた
エンターテイメントグループ
「HANDSIGN」を結成。
2009年にはニューヨークのアポロシアター
で開催されるアマチュアナイト出演オーディションに合格。
アマチュアナイトに７回出演し、２回の優勝に輝き、
2010年には正式にアポロシアター公認パフォーマーと認定されました。
（HANDSIGNのホームページで動画が見られます）

あさひ安全･ 安心かわら版
携帯やパソコンメールに
① メールの＜宛先に＞

asx-k@city.yokohama.jp

【日時】９月 29日（土）15時30分開場，16時開演
【会場】サンハート ホール（二俣川ライフ５階）全席自由
【料金】一般 1,500円、高校生以下 500円 (当日券各500円増)
※本チャリティーコンサートの入場料の一部は、東日本大震災で
被災された聴覚障害者を取り巻く方々への支援を目的として
全日本ろうあ連盟へ義援金として寄付を予定しています。

【主催・お問合せ】横浜市旭区民文化センター サンハート
℡: ０４５ - ３６４ - ３８１０ (９時〜21時)
U RL : www. s un hea rt . info

どん
どん ね ！
して
応募

と入れ、＜件名＞に１文字
（「あ」や「1」）などを入れて送信
② 約５分後に登録確認メールが届く
ので、何も入れずにそのまま返信
③登録完了メールを受信したら
登録完了
瀬谷区の方は−
インターネットから「瀬谷区メールマ
ガジン」で検索し、「瀬谷区メールマ
ガジン」のページへ⇒「(登録はこち
らから)」をクリックして登録して下
さい。

◆野球は今季最終のご提供です。
◆「新宿末廣亭」初登場！江戸以
来の寄席の雰囲気を現代にとど
める落語色物定席寄席です。

チケットは基本２枚1組です。

◆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

「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)

＜前号のプレゼント応募倍率＞
応募総数は542通(当選数/応募数)
１位:世界遺産ﾋﾞﾃﾞｵ(1/16)16倍
２位:東急系映画ﾁｹｯﾄ(10/117)12倍
３位:八景島親子ｾｯﾄ（5/38）8倍
４位:ﾚｽｷｭｰｼｰﾄ(15/81)5.4倍
５位:マリノスVS浦和(8/36)4.5倍
６位:神奈川セット(1/4)4倍

１４

･美術

１６

◆９月中旬より︑今宿一丁目エリア︵９区︶の配達担当者が変わりました︒
未経験から 仕事を覚えてゆきます︒不手際のない よう︑店全体で取り組ん
でまいりま すので︑よろしくお願いいたします︒ お気づきの点がございま
したら︑何なりとお申しつけください︒
◆地震や雷 など自然災害に対する関心が高まって います︒以前にもご案内
しましたが ︑防災や防犯の備えとして︑左囲み内 の情報の登録をおすすめ
いたします︒

■サンハートからお知らせ■

瀬尾肉店

9/28(金)29(土) 巨人戦，9/30(日)10/1(月）
べイスターズ
中日戦，10/2(火),3(水) ヤクルト戦，至急 １８組
残 り試 合 入場 券 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2

V S 10/6 (土)14時ｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム
１５ 横浜Ｆ･マリノス

８組

サンフレッチェ広島 Ｊﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞ ｮﾝ1〔第28節〕自由席 (注2
横浜Ｆ･マリノス V S 10/20(土)14時ｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム
ジュビロ磐田 Ｊﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞ ｮﾝ1〔第29節〕自由席 (注2
横浜ＦＣ

10月〜H25.1月末迄｡109ｼﾈﾏｽﾞMM横浜,ﾑｰﾋﾞﾙ等、
東急系映画館で1名様1作品に限り有効。

VS

８組

10/14(日)13時ｷｯｸｵﾌ ﾆｯﾊﾟﾂ三ッ沢球技場

１

東急 系映画 館
共通鑑 賞券

２

新橋演舞場
応募ハガキ

３

新宿 末廣亭

10/1〜11/30迄。新宿３丁目駅すぐ。
平日限定券。設立60年を超える老舗寄席。 (注2

４

湯 楽 の 里

〜11/30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)岩盤浴あり

１５組 ２０ 「 横 濱 」Vol ．37 「野毛にようこそ」２０１２年夏号 (注3

２名

５

ズ ーラ シア

〜11/30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

ビクターエンターテインメント㈱発売。ビデオ
名曲アルバム
３０組 ２１
NHK名曲アルバム1
0巻セット。木箱入 (注3
ビデオセット

１名

６

スカイガーデン

〜11/30迄｡横浜ランドマークタワー69F 展望フロア
桜木町歩5分。平日券(土日祝祭日は利用不可)

１０組 ２２

７

１０組
葛西臨海水族園 (小学生以下無料)ガイドツアー毎日実施。
新横浜
〜11/30迄。新横浜駅徒歩5分｡入場引換券｡
１０組
ラーメン博物館 飲食･駐車場代別途｡全国から9店舗｡再入場も可｡

８

１０組 １７ ギラヴァンツ 北九州 Ｊﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞ ｮﾝ2〔第38節〕自由席 (注2
朝日クッキング
A5判17頁､毎月発行の小冊子
11/３〜21｡『吉例顔見世大歌舞伎』３階席応募
１５組 １８
サークル
10月号「コウケンテツの魚料理」18頁
申込ハガキ｡出演:尾上菊之助，尾上松緑他 (注1

３０名

『サンパウロ美術館展』1990-91年横浜展他

３組 １９ 美 術 カ タ ロ グ のカタログ｡A4変型判290頁 (注3

１名

横浜市と神奈川新聞社の協働編集誌。

記念日新聞

明治21年7月10日〜今年8月までの間の新聞
を Ａ３ 版に パウチ｡希望の日付を明記下さい

１０名

10/2〜12/28迄｡葛西臨海公園駅歩5分｡

10/3〜12/23迄｡六本木駅徒歩5分｡
『リヒテンシュタイン 華麗なる侯爵家の秘宝』

１５組

１０ そ ご う 美 術 館

〜11/18迄｡そごう横浜店6階｡
『マリー・アントワネット物語展』

２５組

１１ 東郷青児美術館

〜1 1/11 迄｡損保ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾙ４ ２階 (新宿駅歩5 分)
『ジェームズ・アンソール』写実と幻想の系譜

９

３組

国立新美術館

プレゼントは

５組

１２ 山 種 美 術 館 9/29〜11/25迄。恵比寿駅徒歩10分。特別展 １０組
『没後70年竹内栖鳳』−京都画壇の画家たち−
パナソニック
10/6〜12/16迄｡パナソニック汐留ビル4階
１３
１０組
(新橋駅歩8分)『ジョルジュ･ルオー
Ｉ ラブ♡CIRCUS』
汐留 ミュージアム
（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。

終了しています

■ ロンド ン五 輪の観 戦で熱 気と 寝不足
が 続きま した が︑楽 しみに して いたの
で あっと いう 間に終 わった 感じ がいた
し ます︒ 五輪 は日本 人のメ ダル も気に
な ります が︑ それよ り自分 には ない世
界 で超一 流の 選手た ちの活 躍を 応援す
る ことに より ︑多く の感動 やパ ワーを
も らえた こと がすば らしい と思 ってお
ります︒そこで︑一句・・・
﹃五輪好き 観ている人の 夢かなえ﹄
以上です︒
︵中尾のＴさん︶
■ プレゼ ント 応募で 当たり まし たボリ
シ ョイサ ーカ スのチ ケット でこ どもと
関内に観にいきました︒ 年ぶりにサー
カ スをみ てこ どもよ り︑夢 中に なって
い ました ！と ても混 んでい まし たが︑
か わいい 動物 たちの ショー を見 るこ
とができて︑こどもも大満足でした︒
秦野戸 川公 園では ︑きれ いな 川で
お たまじ ゃく しや小 魚を観 察し ︑の
ん びりと 家族 で過ご すこと がで きま
した︒
︵笹野台のＡさん︶
※ 秦野戸 川公 園は神 奈川県 西部 ︑表
丹 沢の山 々と 秦野盆 地に囲 まれ ︑公
園 の中心 には ︑丹沢 の山か ら湧 き出
る 水無川 み(ず なしが わ が
) 流れ る川
遊び場や遊具があります︒
神奈川県秦野市堀山下１５１３
普通車２時間以上５００円
■ウォーキング︑ランニングコース
三 ツ 境 駅〜 旧 厚 木 街道 〜
運 転 免 許 試験 場 〜 二 俣川 駅
〜 大 池 ︵ 周回 コ ー ス ︶〜 二
俣 川駅又 は南 万騎が 原駅︒ 二俣 川駅南

■何年 ぶりかで﹁ 旭ジャズ まつり﹂ に
行きま した︒笹下 中バンド から最後 ま
で堪能 ︒良かった なあ︒演 奏そのも の
も良い けれど雰囲 気︒若い カップル ︑
中年の おじさんの グループ ︑中年夫 婦
が数組 集まったグ ループな ど︑共通 し
ている のは盛大に 飲み︑且 つ食べな が
ら︑ジ ャズに合わ せて体を ゆする︒ ギ
ラギラ の太陽が照 っている けれど︑ ま
るで﹁ お花見﹂︒ 皆︑本当 に楽しん で
いる︒また行こう︑と思いました︒
︵金が谷のＮさん︶

■今年も庭の大葉が大 豊作︒いつも
はソーメンの薬味やお刺身の あしら
いくらいしか利用していませ んでし
たが︑今回はネットでレシピをチェッ
ク︒ニンニクスライスとしょ うゆで
漬け込んだものが意外なヒッ トでし
た︒チャーハンや野菜炒めに入れる︑
おにぎりに巻く等︑大活躍︒ 漬け込
んだお醤油も一緒に使うとよ りおい
しいです︒それと紫蘇ジュー ス︒夏
バテ防止にもってこい︑お勧めです︒
︵東希望が丘のＮさん︶
※大葉にんにく醤油
大葉 (枚 を)洗い︑キッチンペーパー
等で水 気を完全に ふき取る ︒容器に 大
葉を入 れ︑ひたひ たの醤油 とスライ ス
したに んにく︵２ 片︶を入 れて一晩 以
上漬け込む︒︵クックパッドより転記︶
まだ暑いので︑利用価値大ですね︒

■ゴー ヤカーテン を昨年か ら始め︑ 緑
を通し て来る風は 本当に涼 しく感じ ま
す︒実 の収穫はと もかく︑ 苗一株１ ５
０円程 度でこの楽 しみは格 別︒毎年 続
けよう と思います ︒黄色く なったゴ ー
ヤもさ っと湯どお しし︑甘 酢につけ ︑

られます︒
が無料で配達してくれます︒
※﹁濱ともカード﹂をもらうには︑
歳になる方には︑介護保険証と一
■︵第 １７２号の 東京都美 術館に関 す 緒にご本人にお届けします︒それ以外
る情報の補足︶毎月第３水曜日は年齢 の方は区役所で︑交付します︒申請の
際は︑ 歳以上の横浜市民であること
がわかる公的証明書︵保険証・運転免
許証など︶を持参してください︒代理
人の方が申請される場合は︑ご本人と
代理人︑お２人分の公的証明書を持参
してください︒

歳以上の方は︵東京都民でなくとも︶
運転免 許証／健康 保険証等 の年齢を 証
明でき るものがあ れば入館 無料です ︒
マウリ ッツハイス 展には間 に合いま せ
んが︒
︵中沢のＳさん︶
※近く では︑横浜 美術館も ︑毎月第 ３
月曜日 は﹁濱とも カード﹂ のご提示 で
横浜市内 歳以上が無料になります︒
︵以下横浜市健康福祉局のＨＰより︶
※﹁濱ともカード﹂とは︑
歳以上の横浜市民に交付しており︑
高齢者 の皆様と︑ 皆様にい つまでも 横
浜でい きいきと暮 らしてい ただきた い
と願う﹁濱とも協賛店﹂とをつなぐカー
ドです ︒協賛店で カードを 提示する こ
とで︑ 商品や入場 料の割引 などが受 け

おしえて！

おいしいそば屋

■おいしい日本そば屋さんを 探してお
ります︒おすすめのところが あれば教
えてください︒
︵中沢のＳさん︶
※﹁さわやかマイタウン﹂では︑
手打ちそば﹁梅の木﹂︵二俣 川ライフ

やぶ

４階 ／ 〜 時︶︑ そば茶屋 藪︵ 旭
区都岡町７ ７-／平日 :時半 〜 時︑
〜 時 ︑土日 祝日 : 時半 〜 時 ︶
をご紹介しています︒

ペットのフン対策

■最近︑我が家の駐車場に犬 と思われ
るフンがあり︑後始末をして います︒
もし︑リードをつけずに散歩 したり︑
他人の家に入らせるような飼 い主がご
近所にいらっしゃるとしたら ︑とても
残念です︒犬猫逃避剤を購入 し続ける
のも結構高価なので︑大変迷 惑してい
ます︒何か良い案がありまし たら︑教
えて下さい︒
︵中尾のＭさん︶

本体 を処分したので︑不 要になりま
した︒
︵今宿のＦさん︶
・キヤノン用インクタンク
ＢＣＬ ６ＰＣ︵フォトシアン︶
６Ｍ︵マゼンタ︶
６Ｙ︵イエロー︶
ＢＣＬ ６Ｙ︵リサイクル品︶
６ＢＫ ×
２
ブ(ラック／リサイクル品 )
６Ｍ︵リサイクル品︶
・エプソン用インクカートリッジ
ＩＣＬＭ ︵ライトマゼンタ︶
ＩＣＬＣ ︵ライトシアン︶
ＩＣＣ
２
×
︵シアン／リサイクル品︶

① プリンタ用インク

あげます！

65

)

︵マゼンタ／リサイクル品︶

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

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︒

ＩＣＭ

−

教えてあげる

涼める場所

紙面に載せきれなかった皆さまからのお便りは
メニューから「徒然なるままに」でお読みになれ
ます。その他イベント情報等々多数更新中です！

サラダ の色どりや ︑炒め物 に入れて 利
用してます︒
︵今宿のＮさん︶
※黄色 い実の中の ︑種の赤 い部分は ︑
とても 甘いそうで す︒当店 では︑つ る
むらさ きが元気に 伸び続け ています ︒
緑のカ ーテンは︑ 来年も続 けてまい り
ましょう︒

■︵１７３号で載っていた
三嶋神社前の︶野菜販売の記事は︑
地元ならではでいいですね︒
私は釣り堀︵東希望が丘１９１︶
のとこ ろにある販 売所が︑ 種類も多 く
て気に 入ってます ︒烏骨鶏 の卵はチ ャ
レンジしたことはないですが ･･･
︒
︵東希望が丘のＩさん︶
※卵で すが︑釣り堀の 水郭園 す(いか
くえん さ)んが都岡の方に養鶏場を持っ
て おり ︑ウ コッ ケイ 以外 にも ︑﹁あ
さ ひじ たま ご︵ 旭地 卵︶ ﹂と してメ
ル カー ト都 岡な どで も売 って いるそ
うです︒
■ スー パー ﹁︵ 生鮮 ︶ア ルバ ﹂が閉
店 して 数ヶ 月︑ 鉢花 のバ ーゲ ンが楽
し みで した ︒﹁ アル バ﹂ のあ とはど
うなるのでしょうか︒
︵笹野台のＩさん︶
※金が 谷道添いで 当店から も近く︑ 貴
重なス ーパーの閉 店は残念 でした︒ 今
はビル 全体の解体 工事中で ︑後は戸 建
ての建売住宅になるようです︒
お買い 物でお困りの 方へ情報です が︑
野菜や 果物︑乾物 類・自然 食品は︑ 中
沢の ﹁大 地 倶楽 部﹂ さん ︵３ ６５ ３
６９４／９時〜 時／日曜・祝日休み︶
笹野台商店街 手しごと工房﹁結﹂の

■ 草 木染 め 講習 会

ゆい

今 回は柿渋 と︑藍の生 葉染めの予
定で す︒絹と 木綿のマフ ラーを︑希
望者 には準備 ︵千円前後 ︶︒自分の
布︵ 絹︒大き さに限度あ り︶を持参
するのも可能です︒
︻日時︼９月 日︵木︶ 時〜 時
︻場所︼手しごと工房﹁結﹂
︻講習費︼３０００円
︻申し込み方法︼先着７名
事前 に﹁結﹂ に電話でお 申し込みを
お願いします︒

手しごと工房﹁結﹂

65

■西谷駅から歩いて 分位の 所にある
陣ケ下渓谷は夏でも涼しく︑ 流れる川
は冷たくてカニと小魚が取れ ます︒横
浜市にいる事を忘れてしまう 位に自然
がいっぱいです︒ ︵金が谷のＹさん︶
※保土ケ谷区川島町︒﹁さわ やかマイ
タウン﹂のレポートもご覧ください︒

−

笹野 台 商 店 会 から お知 らせ
︵日︶午後３〜５時
トシン電機駐車場にて

／

ハロウィン
仮装ファッションショー

みんなのこえ

■この 暑さ を使え ないか と思 い︑野 菜
を片っ 端か ら干し てみた ︒な すは輪 切
り︒味 噌に 入れて 味噌漬 けに ︒ゴボ ウ
も︒生姜はスライサーで切って乾かし︑
紅茶に 入れ る︒ニ ガウリ ︑玉 ねぎ︑ か
ぼちゃ︑オクラなどでまだまだ実験中︒
︵笹野台のＫさん︶
■夏の 思い 出で︑ 今でも 記憶 に残っ て
いるの が︑昭 和 年代の 学生 時代に 経
験した アル バイト です︒ それ は埼玉 県
川口に あっ た鋳物 工場で の仕 事です ︒
仕事場 は吉 永小百 合さん の映 画で有 名
になっ た﹁ キュー ポラの ある 町﹂に で
てくる よう な町工 場です ︒当 時も今 年
のよう に猛暑 の夏で ︑連日 〜 度 が
続いて いま した︒ 建物の １階 で溶け た
鉄を砂でできた型に流し込んでいる︑
まさにその２階での仕事でしたので︑

す ︒高温 になれ てしま った僕に は
度 近くの 気温で も︑こ んなに も涼し
いものかと感じた次第です︒
約１か 月近く の期間 でした が︑当
時 の若さ と体力 と忍耐 が有れ ばこそ
できたのでしょうか︒いまではとても
耐えら れま せん︒ 夏の猛 暑と いうと ︑
必ずこの事を思い出します︒
︵金が谷のＭさん︶
※ 度とは 貴 重な体 験談を ありが と
うございます︒
来月 の特 集です が︑中 尾の Ｉさん か
らの ご 要望 で ︑﹁地 元 の有 名 人 ・
達人﹂ はいかがでしょう︒近所にいる
おじい さん ︑おば あさん ︑普 通の人 か
と思っていたらその業界ではすごい人︑
伝説の 人だ った！ という お話 をお聞 か
せください︒自薦他薦は問いませんが︑
ご本人に掲載の了解を得てくださいね︒

暑 さは半 端でな く︑温 度計の針 は
度 を指し ていま した︒ 昼休み に建物
の 外に出 たら︑ なんと 涼しい 事か︑
通 りを歩 く人た ちは﹁ 暑い暑 い﹂︑
と いって は汗を 拭き拭 き通り 過ぎま

35

40

を行います︒
バルーンアート︑ゲームもあるヨ︒

18

℡ ３６７ ０１００
笹野台１ - ６- 広宣ビル
営業時間 : 時〜 時
定休日 水: ・木曜日︵臨時休業あり︶
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ホームページ「さわやかマイタウン」も見てネ!
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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！
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お申し込みは次のお店へ︒
◆ 豊国屋 ︑関青 果店 ︑もみ の木整 骨
院︑美容室田中︑ジャンボクリー
ニング︑タロイモ︵ペットショップ︶
※出演 者には記 念写真︑ 参加賞 を
差し上げます︒まってるよ〜♪
※最新︵２０６︶号の相鉄瓦版に
関青果 店さんが ﹁八百屋 ならで は
の 中華総 菜﹂と いう内 容で︑ ペ ー
ジにわたって取り上げられています！
相鉄各駅で無料でもらえます︒
13

口 に 時間オ ープン の西 友があ り︑こ
こ で水分 補給 ができ ます︒ 小銭 ︵２０
０ 〜３０ ０円 ︶をも ってい ると 安心で
す︒定期券又はパスモもあれば︒
︵笹野台のＴさん︶

33
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夏の 思い 出
特集：

◆ ／１︵月︶〜 ︵月︶
出演者を募集します︒
15

25

■ ８／ ︵金 ︶息子 が相 鉄線平 沼橋駅
よ り歩い て４ ︑５分 の所に 中華 料理の
店 ﹁タン メン 麺カン トナ﹂ をオ ープン
し ました ︒野 菜がい っぱい 入っ たタン
メ ンが売 りの 庶民的 な店で す︒ 近くに
お 出かけ の折 には︑ 是非お 立ち 寄り下
さ い︒息 子の 念願の 店がオ ープ ンでき
て 親とし て感 激致し ました ︒我 が家の
一番の夏の思い出です︒
︵中沢のＫさん︶
※開店おめでとうございます︒
西区平沼
- くえーるビル１Ｆ
七彩タンメン８５０円他
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