
ロクマル仲間づくりの会 13：30～15：30
参加費 500円（コミュニティビジネスから引き続き参加の場合は無料）
■ロクマルリレー対談
元NHKおはよう日本レポーター入田直子さんと
60代から新しいことを始めた人が次々に対談。
●NPO法人マメポニ（動物介在教育活動）理事長 小森明美さん
●60代からあこがれの食の仕事に就いた ハタノさん　
●NPO法人都筑里山倶楽部事務局イベント統括　矢野恵三さん ほか

■ロクマルのこともっと知ろう  質問＆交流タイム

60通信
ロ ク マ  ル

ロクマルサミット  　検  索■問合せ/参加予約： みんなのキッチン ロクマル運営事務局    ☎045-944-1714（平日10時～18時）    HP            

ロクマルサミット

＊ロクマルは登録商標です

　   ロクマルからやりたい仕事 
地域を元気にするコミュニティビジネス
10月15日(土) 10：00～13：30      
会場：みんなのキッチン   参加費：2,000円（ランチ付き交流会含めて）
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すみれが丘店
☎045-913-0588

港北総本店横
浜

☎045-941-9888

ルララこうほく店
☎０４５-５９０-０９８８

みんなで参加の街づくり
青葉区商店街連合会

一人ひとりがつくろう！ゴミのないまち
都筑区商店街連合会

同日  引き続き開催 こちらだけの参加もどうぞ。

■体験談  
200万円あったら海外旅行するより起業した方が人生よほど面白い
合同会社蔵まえギャラリー代表　佐野晴美さん
農業、酪農、趣味などを楽しみながら。
北海道・富良野ならではのシェアハウス設立に向けて!
合同会社gatto代表　岩貞充徳さん
得意の日曜大工で地域貢献できる「ハウスメンテの担い手」に！
一般社団法人ハウスメンテナンス事務局　平沼芳子さん

■まとめ…コミュニティビジネス起業のポイント
中小企業診断士　為崎 緑さん

●NPO法人設立に向けて準備中

60代からの働き方と可能性を考えるロクマルサミット
思い描くワークスタイルの実現めざし、体験トークセミナー、求人フェア、学びのスクール等開催

酒と米 うちの  ☎045-941-6251
都筑区荏田南5-8-12　http://www.uchinogohan.com   
日曜定休  9時～20時 　◎都筑区・青葉区は配達無料

うちのさんで日本中のおいしいお米を食べ比べ！

玄米1Kg 460円（税別）

つがるロマン
青森県三戸の

安心して食べてもらうため除草剤を
使いません。無農薬栽培米です。天
日干しなのでおいしさがまったく違
います。和食党の方、おすすめですよ!

青森の蛇沼さんの田んぼへ。
稲刈りのお手伝いをしました。

求人 東都生協が手掛ける家事代行
ア・ラ・タスカルのお仕事

ア・ラ・
アラアスカル　 検 索

●直行直帰・掛け持ちOK ●しっかり研修しますので
ご安心ください。  ●生協組合員が利用者です。

通話無料

0800-800-3207
もえぎ野事務所

問合せはお気軽に　月～金 9：00～17：00

契約形態▶個人委託契約
報　酬▶1時間1,300円～
（研修期間中1,000円　研修期間 合計16時間）
勤務時間▶7時～20時の間で1回2時間以上
交通費▶1回一律972円（超過分支給有り）
仕事内容▶家事代行（調理、掃除等）／ベビーキッズシッター
主な活動エリア▶横浜市／青葉区・都筑区・港北区
  　　         東京都／世田谷区・目黒区・港区

50～60代向けの求人フェアでのアン
ケート調査では、ロクマル世代が働くと
きに重視することの上位に「人の役に立
つ働き方」「スキル・経験を生かせる」が
挙がっています。今回は一般社団法人
ハウスメンテナンス協会の試みをご紹
介します。

助け合いの精神で自宅も地域も守る
ハウスメンテナンスの担い手育成
協会では、住まいを維持し、防災・減災
への対応など住環境を守るための講座
を開催。地域に貢献するハウスメンテの
担い手を養成しています。
家具転倒防止や網戸張替などの知識・
技術を学び、まずは自宅で実践。経験を
積み検定に合格すると、有償ボランティ
アとしての活動も可能です。地域貢献の
気持ちのある方を対象にしています。

10月15日開催「地域を元気にするコミュニ
ティビジネス」に登場してトークします。詳
しく知りたい方はご参加を。詳細はこちら

ロクマルサミット

入門編です。
関心のある方は
どなたでも

ロクマルの取り組みを知ってもらうために、ご
都合が合えば10月15日のコミュニティビジネ
ス～ロクマル仲間づくりの会にご参加ください。
会場でもご説明いたします。

       介護で仕事を辞めないための
介護と仕事の両立セミナー

募
集

要予約 要予約

こんな方どうぞ
●60代から新しい
ことに挑戦したい方
●ロクマルサミット
って何？と
思っている方
●同世代の

ライフスタイルを
参考にしたい方

努力が花開き、笑顔が咲くよう、
１人１人丁寧に指導いたします。

●中学受験クラス… 補習、弱点補強、
　　　　　　　　    過去問対策等、個別に承ります
●小２、３クラス… 暗算、漢字を得意にし、図形のセンス、言葉のセンスを身につけます
●中学生クラス… 中高一貫校の進度に合わせた補習、試験対策、公立中の定期試験～受験対策
●Japanese Lesson …Group or one-to-one lesson in weekdays morning

学習塾ブロッサム  ☎045-479-5605
都筑区茅ヶ崎中央10-13-102（センター南駅徒歩6分）
http://www.blossom16.com　 mail: study@blossom16.com

６年生過去問対策
承ります（入会金なし）
無料体験授業
受付中！

女の子のための 学習塾ブロッサム

ただ預かってもらうだけで満足ですか？
よりお子様に合う保育園・幼稚
園をお探しの方は、ぜひ一度
見学にお越しください。どの子
も持っている無限の可能性を
信じて、JOY&FUNにお子様の
幼児教育を託してみませんか？
安心してください
JOY&FUNには、お子様の性格
や癖、得意なことや苦手なこと
を理解して指導できる先生が
必ずいます。

時代遅れのど根性保育をしています。最
新のカリキュラムを、昔と同じように根性
で習得していく心の強さとたくましさを、
体育を通して培っています。体育を頑張
れば頑張れるほど、他のカリキュラムも
どんどん習得していく、驚きの結果が出
ています。仕事と子育ての両立をしやす
いよう保護者の方の希望もよくお聞きし
て、第二の家庭をめざしています。

■保育時間  7時～20時 ＊カリキュラムは2歳から

園長  酒井 知佳奈　
チャイルドカウンセラー
上級心理カウンセラー

JOY&FUNは0歳児からの幼児教育施設（保育園）多彩なプログラムと行事で強い心と体を育てます！

必須プログラム 無料

ECCジュニア　サッカー　体操　ピアノ　フルート
リトミック　バスケ（ボールゲーム）　そろばん　知育　
書道　ダンス　バレエ　学研の実験　ヴァイオリン

選べるプログラム
14時～18時

有料

都筑区茅ヶ崎東5-2-14

☎045-948-3646 
www.joyfun.jp

チャイルドアカデミー
ジョイ＆ファン

バス送迎あり

体育 英語（ECC） スイミング 音楽 知育（勉強）

初期費用割引あります。

平成28・29年度
園児募集
入園
説明会 予約制

随時開催中
転園をお考えの方、
ご相談下さい。

お問合せください。

フランス料理  
マクシミリアン
☎045-948-5793
都筑区茅ヶ崎東 1-2-9　Ｐあり
●完全予約制  2～3日前までにご予約を。
http://r.gnavi.co/p445300

■記念日メニュー　10,000円（税・サ込）  
食前・食後酒付き、手作りケーキ（ホール）プレゼント

（いずれも税込・サ別）
■ランチコース　 4,860円～
■ディナーコース　8,640円～

おすすめ

上品でシックな店内。自宅１階を
レストランとして開放しています。

プライベートレストランで
ちょっぴり贅沢しましょ
実りの秋を心ゆくまで味わう至福のひとときはいかが？
シェフでもあるマダムが自ら選び抜いた食材で腕をふるい
ます。お客様は１回に一組（２名～10名様）のみですので、
小さなお子様連れでも気兼ねなく楽しめます。年末年始
の集まりや大切な記念日、ビジネス接待にもどうぞ。

国産牛＆フォア
グラ・ポテトマ
キシム添え

マダムの
おすすめ

For
プレママ 刺しゅうカフェにようこそ
もうすぐ会えるベビーに、ちいさな贈りものを。
スタイにワンポイント刺しゅうをします。
初めての方もどうぞ。

場所：学習塾ブロッサム（都筑区茅ヶ崎中央10-13  1F）
参加費：500円（スタイ、刺しゅう材料、ドリンク付き） 先着8名様
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11
火

10時～12時

主催：SPジャパン  
「社会のみんなで（Social）子育て（Parenting）しよう」をテーマに活
動するボランティアグループです。　   www.spjapan.tokyo
問合せ：☎045-479-5605（学習塾ブロッサム）
baby@spjapan.tokyo

2016年12月10日[土]10：30～15：30
アートフォーラムあざみ野
（横浜市営地下鉄あざみ野駅徒歩5分）

参加費 1,500円（ランチ付き交流会含め）
共催：(公財)男女共同参画推進協会　   
後援：横浜市政策局
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ロクマルライター
取材して原稿を書いてもらいます。
ロクマル調理人
定期ランチほかイベント時の調理を担当。

多様化するロクマルの
働き方をご紹介します。

 １部
「仕事と介護の両立」セミナー　10：30～12：00
体験者のトークとプロによる両立アドバイス
企業に聞く　介護離職を減らす取り組み
 ２部
交流会と両立応援フェア　12：00～15：30
交流会（ランチ付き）：情報交換、体験者のトークも予定

11月3日（木・祝）10時～15時
センター南
みなきたウォーク
センター北

会場

みんなのキッチンと仲間たちも
お店を出します！

都筑区民まつり

テントはセンター南
すきっぷ広場近く。

この日だけのスペシャル！

地元料理家の手作りパン・焼き菓子ほか、
都筑のさつま芋黒糖スティックなど販売予定


