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例えば、12時間
レンタルで

ローカルオフ！(在住･在学･在勤)

20％off最 大

℡0466-65-3973 ●年中無休●●年中無休●

営業時間/8:00～20:00
サンキューナミ

藤沢市辻堂太平台2-1-20

■この指とまれ!さあ元気を出しましょう◆10時～

18時、｢カロカロハウス｣(茅ヶ崎駅南口徒歩10分)◆陶芸、

ニット小物、オーダーサンダル、リメイク、パン･スイーツ

の販売、カフェ(土･日)、ロミロミ他◆震災のチャリ

ティーあり◆　℡0467-58-8331カロカロハウス。

■内山聡｢クイックピック｣◆13時～18時、

｢ギャラリーヒラワタ｣(湘南台駅西口からバス

｢秋葉台小学校｣下車、　月･火)◆木片や文

具、蛍光灯等様 な々ものを紙でリアルに

再現するフェイク作品他◆　℡0466-87-5595ヒラワタ。

■深海から生まれた湘南◆9時～17時、｢平塚市博物

館｣(平塚駅北口からバス｢美術館入口｣徒歩3分、　月)◆

湘南の誕生物語を陸域と海域の資料から時代を追っ

て紹介。近年得られた深海相模湾に関する映像や実

物試料も公開◆　℡0463-33-5111平塚市博物館。

■農園を彩る、手しごと展◆11時～18時(最終日17時

迄)、｢RIVENDEL｣(茅ヶ崎駅北口徒歩18分/バス停｢登象｣

徒歩2分＝4/2オープンの会員制農園)◆湘南在住の

アーティストによる合同展。陶芸、ガラス、金属、

ブロンズ、版画、フェルト、革、帽子、家具など

◆　ホームページhttp://rivendel.web.fc2.com/

■女声合唱団クール･クロア52周年定期演奏会◆14

時～、｢藤沢市民会館｣大ホール(藤沢駅南口徒歩10分)

◆入場料1,000円◆｢武満徹曲集｣｢近代日本名歌抄｣

他。バイオリン共演も◆　℡0466-34-5911豊田さん。

■洋画四人展◆11時～18時、｢湘

南画廊｣(藤沢駅南口徒歩5分、　火)◆

風景･花などの油彩画32点。出品

作家＝深沢昭明･寺島幸夫･藤井

一代･高木匡◆　℡0466-27-6864湘南画廊。

■清江正雄･英子 染色展～藍を見つ

め続けて～◆11時～19時、｢スペース

行樹｣(長後駅西口すぐ、　月)◆京都在

住の藍染め作家による作品展◆　℡

0466-44-0295スペース行樹。

■マカロニネームプレートを作ろう◆10時～/13

時～、｢湘南台文化センターこども館｣(湘南台駅東

口徒歩5分)◆定員＝小･中学生と大人同伴の幼児各

回先着50名◆参加費200円◆アルファベットのマ

カロニを材料に、板にローマ字で自分の名前を貼

り付けて、キーホルダーを作る◆　℡0466-45-

1500湘南台文化センターこども館。

■若葉の会公開講座｢大人になるって？思春期！

親はどうしたらいい？｣◆10時～12時/13時～15時、

｢茅ヶ崎市民ギャラリー｣(茅ヶ崎駅北口交番隣･ネス

パビル3F)◆参加費2,000円(資料代)◆要　◆講師＝

早川恵子氏(跡見学園中高カウンセラー･都留文科大学

講師)◆　　℡070-6656-4764カウンセリンググ

ループ若葉の会(10時～16時)。

■｢心に残る童謡･唱歌の世界｣◆14時～、｢藤沢市

民会館｣大ホール(藤沢駅南口徒歩10分)◆入場料一般

3,000円･小中学生1,000円◆指揮とお話＝三代目海

沼実、歌唱＝音羽ゆりかご会、管弦楽＝ゆりかご

管弦楽団。｢春の小川｣｢故郷｣｢ゆりかごの歌｣｢みか

んの花咲く丘｣他◆収益金の一部を｢東日本大震災｣

の義援金として日本赤十字社を通じて寄付◆　℡

0466-62-0033(有)ミュージックバスケット。

■吉川正道陶思考～わが思い、わが心

の茅ヶ崎～◆10時～19時(最終日17時迄)、

｢クラフトショップ俊｣(茅ヶ崎駅南口徒歩

5分、　月･火)◆作家は茅ヶ崎市出身。

現在は常滑(愛知県)を拠点に活動。

清澄感溢れる青白磁の色は茅ヶ崎の風土に育まれた

ものという◆　℡0467-88-2550クラフトショップ俊。

■紙芝居を楽しもう！◆11時～、｢県立茅ヶ崎里

山公園｣谷の家(茅ヶ崎駅北口からバス｢里山公園入口｣

徒歩5分)◆入場無料◆公演＝茅ヶ崎紙芝居研究会

｢さわやか｣。毎月第3日曜日11時～開催◆　℡

080-4160-8826さわやか。

■善行雑学大学第143回講座｢坂本龍馬と新撰組｣

◆14時～、｢善行公民館｣ホール(善行駅西口徒歩3

分)◆資料代400円◆講師＝花見正樹氏(作家、著書

｢坂本龍馬異聞 咆哮する若き獅子たち｣)。著書の執筆

にあたって取材した史実と裏話を交えながら講義

◆　℡0466-82-0517宮田さん。

■｢卓球｣無料体験教室◆15時～17時45分、｢茅ヶ崎

市立総合体育館｣(茅ヶ崎駅北口徒歩8分)◆参加無料

◆要　(4/17迄)◆初心者から経験者まで年齢･性別

不問◆上履き･タオル･飲料水持参◆　　℡･FAX0467-

86-7020茅ヶ崎総合型スポーツクラブYOU･悠。

■畜産技術の研究現場をのぞいてみませんか？

(施設一般公開)◆13時半～16時、｢農業技術セン

ター畜産技術所｣(海老名市本郷3750･長後駅西口or海

老名駅東口からバス｢畜産研究所｣下車)◆入場無料◆

施設内や牛・豚の飼育の様子を研究員が案内(約1

時間)◆　℡046-238-4056畜産技術所。

■松田正雄 鉛筆淡彩画展◆10

時～17時、｢ハスキーズギャラ

リー｣(茅ヶ崎駅北口徒歩1分･YAMAJI

ビル6F)◆細密鉛筆淡彩画表現

による湘南茅ヶ崎点描。｢着彩｣｢塗り絵｣茅ヶ崎景

観シリーズ即売も◆　℡0467-88-1811ハスキーズ

ギャラリー。

■第56回大岡越前祭･ちがさき産業フェア◆産業

フェア＝10時～17時(5/1は16時迄)、｢茅ヶ崎市民文

化会館｣駐車場･展示室(茅ヶ崎駅北口徒歩8分)◆越前行

列ビッグパレード5月1日12時半～茅ヶ崎駅北口周

辺◆弊社も毎年恒例の｢朝日新聞ブックフェア｣を

開催予定◆　℡0467-58-1111茅ヶ崎商工会議所。

情報まぐねっと♪４月

第274号(4)

　｢森林浴って体に良いのよネ｣｢植物って

和むナァ｣など、多くの人がなんとな～く

感じている｢緑の効用｣。その具体的な効果

について教えてくれる講座が開催される。

　講師は、歯科医で30年間里山や離島の

自然を研究している長田新一さん。｢緑に

はストレスを軽減する効果があり、結果、

体の免疫力や自然治癒力を高めます。緑

の健康効果を多くの人に知ってもらいた

い｣と講座を企画した。歯科学的にも、緑

の多い地域に住む人は他に比べて歯の状

態が良好であることが分かっているという。

　講座は講義と実体験の全2回。講義では、

林野庁と日本医科大学が共同で行った臨

床実験結果等

様々な信頼で

きるデータか

ら森林浴の効

用を学ぶ他、

ストレスが引

き起こす病気

や森林浴の大前提である森林の現状･保全

についても言及する。2回目は実際に緑の

中を散策した後に、ストレス軽減の効果測

定を行う。申し込みは下記。

湘南スマイル　

森林浴の効用を知り、実感！

4/10(日)講演14:00～15:30(座談会15:40～16:30）
　　　  会場＝アロエ歯科2F(藤沢市辻堂2-19-24)
5/8(日)  散策14:00～16:00(茅ヶ崎里山公園を予定)
　　　 TEL0466-61-4181　FAX0466-57-8482
　　　 メールosada78@jcom.home.ne.jp
　　　　　　　　　　(住所･氏名･電話番号明記)

｢緑の散歩を楽しもう｣　　主催:緑楽会
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今回掲載させていただいたイベントにつきま

しては、計画停電等で予期せず中止になる場

合がございます。ご了承下さい。開催につき

ましては、主催者までお問い合わせ下さい。

辻堂駅南口より徒歩1分。湘南エリアにある不動産の
売買･相続･借地権･税金･有効活用･賃貸･管理などな
ど様々な相談について、｢資産全体の最適｣を考えた
コンサルティングを提供。漠然とした不安や要望に
も親切･丁寧に応えてくれる。オフィスはご家族経営
のアットホームな雰囲気。

℡0466-34-3411℡0466-34-3411

湘南タクトホーム 検索 

湘南タクトホーム㈱

藤沢市辻堂2-9-34(辻堂駅南口より徒歩1分)
10時～17時半･水曜定休　http://www.shonan-tact.jp/

漠然とした希望･要望から｢具体的な方策｣へ

｢どんなことでもお気軽に。
全力でサポートします！」

不動産コンサル
ティングオフィス

売買･相続･借地権
税金･有効活用
賃貸･管理

4/17(日)

4/5(火)

～

問

問

 この度の大震災被災者の方々に心より
お見舞い申し上げると共に、湘南地域
の皆様は、計画停電等でご不便を感じ
ながらの毎日とお察し申し上げます。
　今回は、アロマテラピーで少しでもお
役に立てないかと考え、お風呂に入れ
ない状況や体が冷えている時のアロマ
テラピーの利用法として、部分浴法を
ご紹介します。体の一部だけをお湯に
漬けるので、全身浴や半身浴のように
着替える必要がなく、肩や首の疲労回
復や気分転換にも効果があります。

＜準備するもの＞洗面器orタライ(なければ段

ボール＋ビニール袋)、少々熱めのお湯、精油3滴
以下、牛乳少々orコーヒーフレッシュ
※お疲れの時やリラクゼーションにお勧めの
精油は、ラベンダーやゼラニウム、カモミー
ル、サンダルウッド等です。

①容器と少々 熱めのお湯を用意し、足浴の場合は
くるぶし、深い容器であれば膝下まで漬かる位

に、手浴の場合は手首が
漬かる位にお湯を入れる。
②精油1～3滴を少量の牛
乳もしくはコーヒーフレッ
シュに加え、①のお湯に
入れてよくかき混ぜる。
③ゆっくり足や手を入
れ、全身の力を抜いていく。冷めたら、精油は
入れず、火傷に注意しながらお湯を足す。

　被災地域では｢足湯｣という形で徐々に
浸透しているようです。座りながらでき
るので、高齢の方や体力が衰えている方
にも適した方法です。夏の冷房や冬の寒
さで足が冷えている時にもお勧めします。

８ 手軽にできる｢アロマ部分浴｣新･アロマ生活

瓜田綾子 ayako urita

｢AYA alchemic studio｣ 主宰(藤沢市辻堂1-1-16-2F、
℡ 0466-34-4178)。AEAJ認定アロマセラピスト、イン

ストラクター、リンパセラピスト、インストラクター

他多数の資格を取得。http://aya-alchemist.com


