
■第７回茅ヶ崎とんぼ玉展◆10時～18時(最終日17時迄)、

｢ハスキーズ･ギャラリー｣(茅ヶ崎駅北口徒歩1分・YAMAJ

ビル6F)◆7人の作家による個性豊かなとんぼ玉。体

験教室有り(1個1,500円＝サングラスorメガネ、エプロン

持参)◆　℡0467-88-1811ハスキーズ･ギャラリー。

■佐藤國男木版画展◆11時～

18時、｢湘南画廊｣(藤沢駅南口徒

歩5分、 火)◆大工をしながら

宮澤賢治の世界を彫り続ける。

北海道新聞でエッセーと木版画を連載中。木版画50点、

ガラス絵15点出品◆　℡0466-27-6864湘南画廊。

■こども館恐竜探検!!恐竜時代へＧＯ◆9時～17時、

｢湘南台文化センターこども館｣(湘南台駅東口徒歩5

分、　月)◆入場料:展示ホールまたは宇宙劇場入場

券と共通◆｢オーブンねんどで恐竜キーホルダーを

作ろう！｣(毎日10時～/13時～、１人150円)。宇宙劇

場全天周映画｢ミラクルダイナソー！恐竜絶滅と地

球の軌跡｣他◆　℡0466-45-1500こども館。

■いつもとちがう散歩道～まちかどの自然観察～◆

9時～17時(入館16時半迄)、｢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)◆平塚市内に生息

する生き物を展示。｢葉っぱモービルを作ろう｣(11日10時

～/13時～、参加無料･先着50名)◆プラネタリウム一般番

組｢銀河鉄道の夜｣◆　℡0463-33-5111平塚市博物館。

■写真館が撮った｢昭和初期の藤沢｣◆10時～18時

(日曜17時迄)、｢藤沢市民ギャラリー｣(JR藤沢駅北口

ルミネプラザ6F、　月)◆藤沢駅前にあった写真館が

残した190点余りのガラス乾板(フィルムが普及する

前によく使われた)の写真の中から、50点を展示◆　

℡0466-46-5106藤沢市教育委員会生涯学習課。

■被災地支援ボランティア募集｢一緒に夏祭りをつ

くろう！＠気仙沼｣◆対象＝①飲食ブース参加店②

食材･資材･資金の支援③設営･販売等のお手伝いス

タッフ◆開催場所＝宮城県気仙沼市内の学校校庭

◆参加費＝1人10,000円(交通費･運搬費等)◆要　◆

　　FAX0467-87-0110、メールyumihaseg@gmail.com

チガケセンプロジェクト･長谷川さん。

■しかけ絵本教室◆10時～、｢長谷川書店ネスパ店

6Fギャラリー｣(茅ヶ崎駅北口交番隣)◆受講料1名

1,000円(材料費含む)◆要　◆講師＝嵐田康平氏(鎌

倉のしかけ絵本専門店｢メッゲンドルファー｣代表)◆自

分で描いた絵をしかけ絵本に◆　　℡0467-88-

0008長谷川書店ネスパ店。

■第11回水彩スケッチ展◆10時～

18時(初日13時～･最終日16時迄)、｢茅ヶ

崎市民ギャラリー｣(茅ヶ崎駅北口交番

隣･ネスパビル4Ｆ)◆茅ヶ崎市の水彩

画グループ｢湘南スケッチクラブ｣の作品展。湘南

の風景など約50点◆　℡0467-52-4196猿渡さん。

■夏の家族キャンプ期間(無料)◆利用料無料(常設テン

ト使用、必要な場合薪代･毛布クリーニング代実費)◆要　

◆飲酒不可◆申込は電話予約後、来所して申請書に

記入が必要◆　　℡0466-48-7234藤沢市少年の森。

■宮ヶ瀬ふるさとまつり花火大会◆19時半～、｢宮

の平特設ステージ｣(小田急線本厚木駅からバス｢宮の平｣

徒歩2分)◆全長200ｍのナイアガラや、山々に反響

する大きな音など宮ヶ瀬ならではの花火風景◆　

℡046-288-2888宮ヶ瀬ふるさとまつり実行委員会。

■サイエンスワークショップ２～電流と磁石～◆13

時～、｢辻堂海浜公園｣交通公園レクチャールーム(辻堂

駅南口からバス｢辻堂海浜公園前｣)◆対象＝小学生以上

◆参加費50円◆要　◆　　氏名、学年明記の上メー

ルzaa77162.sky@orange.zero.jp辻堂こども広場。

■第22回茅ヶ崎鶴彩会水彩

画展◆10時～18時(初日12時

～･最終日16時迄)、｢茅ヶ崎

市民文化会館｣展示場(茅ヶ

崎駅北口徒歩8分)◆具象表

現を中心に約110点◆　℡0467-82-5891関さん。

■野鳥観察とバードカービング◆10時～16時、｢茅ヶ

崎市文化資料館｣(茅ヶ崎駅南口徒歩15分)◆小学3年生

以上◆参加無料◆要　(先着10名)◆野鳥観察後、木

を使ってハクセキレイの模型をバードカービングで

作る◆　　℡0467-85-1733茅ヶ崎市文化資料館。

■～湘南からエールを～東日本大震災復興支援ライ

ブ2011◆13時～17時半、｢湘南海岸公園｣サーフビレッ

ジ前浜周辺(鵠沼海岸駅徒歩10分)◆大人1名6,800円◆

出演＝加山雄三、キマグレン、TUBE、つるの剛士、RIP

SLYME他。収益金は全額寄付◆　ローソンチケット(L

コード:73979)、チケットぴあ(Pコード:143-994)他◆

　℡0466-50-3531｢湘南からエールを｣実行委員会。

■第９回辻堂ファイト祭り◆9時～16時、｢明治公民

館｣｢土打公園｣(辻堂駅北口徒歩５分)◆マーチングバ

ンド、消防音楽隊、米海軍音楽隊、ヒップホップ、

フラダンス、模擬店、猿回し、約100店のフリーマー

ケット(出店者募集中)他◆　　FAX0466-54-4516、メー

ルfightmaturi@gmail.com辻堂ファイト祭り委員会。

■防災講演会｢迫りくる大地震に備えて～命を守

る住宅耐震改修～｣◆10時～11時半、｢茅ヶ崎市

民文化会館｣小ホール(茅ヶ崎駅北口徒歩8分)◆参

加無料◆要　◆講師:杉原英和氏(神奈川県温泉地

学研究所次長)◆神奈川県に今後発生が予想され

る大地震や住宅の耐震化による減災について◆

　　㈹℡0467-82-1111茅ヶ崎市建築指導課。

■高砂短歌会会員募集◆毎月1回第3金曜日･13時～

15時、｢茅ヶ崎市勤労市民会館｣(茅ヶ崎駅北口徒歩5

分)◆詳細要問◆　℡0467-87-2612松本さん。

■白黒用写真引き伸ばし機差し上げま

す◆｢昭和60年代初めまで、朝日新聞

支局で使用していたものです。多少サ

ビが出ている箇所がありますが、機能

的には支障ありません｣とのこと。引

き取りに来て下さる方。無料◆　℡

0467-87-5703太田さん(元朝日新聞記者)。
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湘南スマイル　

　茅ヶ崎市で操業する漁師･三橋一俊さん

(＝一俊丸)が、新船の造船に伴い、これま

で使用していた｢第2一俊丸｣(4.89㌧、全長

12.89㍍)を宮城県南三陸町歌津(うたつ)の

漁師･牧野隆明さん(＝大隆丸)へ寄贈した。

　三橋さんは、東日本大震災で船を失っ

た漁師さんに同船を贈りたいと考え、

茅ヶ崎市に相談。そこへ、南三陸町で支

援活動を行っていた湘南祭2011実行委員

会が輸送費等の協力を申し出た。

　費用に充てられたのは、6月21日に茅ヶ

崎漁港で開催された｢さかなの市｣で集め

た募金と義援金。7月22日現在215万円が

集まっており、回送費用や整備費用を差

し引いて残ったお金は宮城県漁業協同組

合歌津支所へ寄付される。また、茅ヶ崎

漁港出港時の燃料については株式会社マ

ルカ産業(寒川町一之宮)より寄付された。

 ｢古い船ですが充分使えます。被災され

た漁師さんが新しい船を造るまでこの船

を使っていただければ。同じ漁師として、

1日も早い復興を願います｣(三橋さん)。

写真
る。ホットでもアイ
スでもおいしい(私の

お勧めは緑茶＋薄荷or

ペパーミントです)。 
Ｂ．摘み取った後よ
く洗い、乾燥させて保
存瓶へ(いつでも飲める

自家製ハーブティーに)。
また、これを粉々に
砕き、ケーキや料理などに混ぜてもＧｏｏｄ！
＜ハーブおしぼり＞
濡らしたおしぼりの中にハーブの葉を忍ばせて
おき、使用する前に軽くポンポン叩く。これだ
けで、おしぼりを広げると爽やかな香りが漂
い、体感温度も下がります。

 夏はハーブの繁殖力が旺盛で、採れば
採るほど、とても良質なハーブがぐん
ぐん増えます。そこで、ちょっとした
工夫で｢涼｣を演出できるハーブ活用法
をご紹介。お客様へのおもてなしでも、
とても喜んでいただけると思います。

＜ハーブ氷＞
製氷皿にハーブをちぎって入れ(市販の苗や自宅

で育てているものから、形のよいものを選定する)、水
を加えて一晩冷凍庫で凍らせる。
※冷凍庫内の臭い移りを防ぐため、氷になったらすぐ

に製氷皿から密閉袋に移して保存する。

※そうめんの飾り付けには紫蘇の葉を使うときれい。

＜ハーブ皿＞
バットに水を張ってハーブを入れ、その上から
もうひとつ同じ形をしたバットをそーっと乗せ
て冷凍庫へ入れると、ハーブ氷のお皿が完成！
※このお皿にそうめんなどを盛り付ける。

＜ハーブティー＞
Ａ．摘みたてのハーブをそのままお湯で抽出す

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

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

茅ヶ崎市新栄町1-14
(JR茅ヶ崎駅より徒歩約2分)
湘南新聞販売㈱１階受付窓口
※新聞購読料をご集金させていただい
ている読者様は、集金時に弊社担当者
にお預けいただいても結構です。

持参 郵送 〒253-0044

茅ヶ崎市新栄町1-14
湘南新聞販売㈱
｢ベルマーク運動係｣宛

問合 ０１２０-０３３-０８４
朝日新聞カスタマーセンター

　　と一緒に｢ベルマーク運動｣を
応援しませんか？

被災地の小学校へ、ベルマークを送ろう！

ベ マ－クは 点 円ル 1 1
　財団法人｢ベルマーク教育助成財団｣(略称:ベルマーク財団)では、今年3月11日に起きた
東日本大震災に対し、予算編成を組み替えて、まずは被災地の学校へ可能な限りの支援を
していくことを決定しました。｢無理なく･無駄なく･根気よく｣が、ベルマークの精神。私
たち神奈川南部のＡＳＡも全店参加で協力体制を整え、被災地の小中学校へベルマークを
送る活動に取り組みます。

藤沢･茅ヶ崎･鎌倉人は

http://www.enoshima.mehttp://www.enoshima.me
マイルドレンタカー 検索 

スポーツ
ワゴン

コンパクト
カー 軽自動車

\8,400 \4,200 \3,675

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

ケーキ
販　売 パート･アルバイト募集(高校生可)

時給

勤務

応募

８２０円～

９:３０～シフト制
時間応相談、週２～３回
電話連絡の上、履歴書ご持参下さい

手作り菓子工房

フィーユ･ダンジュ
℡０４６７-５３-３７８３

茅ヶ崎市赤松町５-２９
９:３０～１９:３０/月曜定休

かわいい
ケーキ屋さんで
働きませんか？

茅ヶ崎･一俊丸“新たな船出”

宮城県南三陸町へ

茅ヶ崎漁港を出港する一俊丸。船体には新たに｢DAIRYUU｣と刻まれた(7月26日)
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クールビズなおもてなし新･アロマ生活 ～ハーブを使った氷･皿＆ティー＆おしぼり～


