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みんなのキッチン／ NP O法 人ロクマル

講座

6〜8 月の催し

食を

毎年大人気！
梅干し作りワークショプ

学ぶ

紀州の南高梅を使って、
塩分控えめの梅干し作
りをご紹介。梅干しを仕
込んで当日持ち帰れま
す。梅ジュースやサワー、
梅料理の試食付き。

楽 しむ

会場はみんなのキッチン

（センター南駅から徒歩４分）

◆梅干し作り(２kg)、梅とちりめんじゃこのご飯、
梅肉練り味噌、
チキンの梅酒煮、他

お申し込みは
ウェブからもＯＫ！
講座

わいわいワイン企画
午前、午後各4,000円
定員16名 予約制

6/27（火）
11:00〜15:00

みんなでわいわいワイン

正岡
汰伽子さん

予約
問

6/14(水)・7/12(水)

水曜ランチ

○パステルアート ○ポーセラーツ
○モザイクタイル ○写真撮影
○せっけん作り ○ボディージュエリー
○パン販売 ○ハンドメイド作品販売

★参加者全員に個別カラー診断
★お似合いの色のリップ、チーク、ポイントメイク

香子さんのごはん

◆メニュー ○鶏じゃが 塩麴風味 ○野菜の栄養たっぷり
スープ ○旬の野菜の小鉢 他

家庭用コンパクトエネルギーセット
【エネイース】
長瀬産業と村田製作所の共同開発により

圧倒的低価格が実現！

「太陽光パネル・HEMS・蓄電池」のセットを販売

予約
問

みんなのキッチン 045-944-1714（平日10時〜18時）

肌をやさしくつまんで、
ゆっくり引き上げて戻す。
これだけで
血流がよくなり、病気の予防と改善に、
美容・ダイエットにも！
◆整膚お試しコース 5分500円〜
◆整膚師養成講座開設。
生徒募集中。見学・体験随時

175

愛ケア整膚 ☎045-915-8960

0120-460-025（担当：原）横浜市南区井土ヶ谷下町27-1-1F

10時〜19時（予約は17時まで）火曜日定休

ロクマルサミット☆スペシャルの
ロクマルマーケット出展

万円

株式会社 太陽住建

横浜市青葉区あざみ野南2-11-27エタニビル2階

富良野で移住体験

有名なラベンダー畑、十勝岳温泉
も目の前に。富良野を体験できる
ゲストハウスを用意しました。
詳しくはGufoの森ホームページで！

http://www.gufofurano.com

横浜

エコに配慮した
まちづくりを応援します︒
みんなで参加の街づくり

青葉区商店街連合会

港北総本店

ルララこうほく店

☎０４５-５９０-０９８８

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

英語で楽しむ子育て

■親子で英語あそび

歌やゲームで、英語のリズムに
乗って楽しく体を動かしましょう。

■英語でトライ！

ちょっとおしゃれに、お豆腐を使ったパンケ
ーキにブルーベリーソースを添えて
(作り方デモと試食)
予約
問

山中 080-3020-3499（午後1時〜午後9時）
utatowanao@gmail.com

うちのさんのおすすめ
日本一の白樺林から
氷雪貯蔵純米生原酒

雪國

介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）の資格を取って

東急グループで働きませんか？ 受講料無料に

まずはお気軽にお電話ください。
ご質問、
ご相談だけでもOKです！
東京都港区青山2-6-21 TK南青山ビル

業 務 統 括 本 部・総 務 人 事 部・採 用 担 当
☎03-5414-1900（代表）

おかげさまで創業 51年!!

一緒に働く仲間を募集しています。
植物が上向きに植
えられるグリーン
ポ ケット。弊 社 の
特許商品です！
！→

神奈川県横浜市栄区笠間4-11-5

http://www.ishii-zouen.co.jp/

の
父の日
トに!
プレゼン

720ml

る！
時給がもらえ

受講場所：センター南 徒歩3分「グランクレールセンター南」
研修時間：原則9：30〜17：30

TEL：045-891-1501 FAX：045-891-2785

1,566円（税込）

信州八千穂高原の標高1700ｍに大きな雪
室を作り、秋に仕込んだお酒をゆっくり熟成。
コク、キレ、深い味わいをお楽しみください。

酒と米 うちの ☎045-941-6251

都筑区荏田南5-8-12
日曜定休 9時〜20時

未経験・無資格の方大歓迎！

〒247-0006

横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス3階
TEL.0570-783-670（ナビダイヤル）

☎045-941-9888

ロクマル世代がママを応援 !

●週2回の通学で取得可能
●資格取得後、
当社で就労されると、受講料（84,000円（税抜））が無料に
●受講期間中も時給（950円）がもらえます！

LIXILショールーム横浜

☎045-913-0588

水曜お楽しみ講座 6/28（水）10:30〜11:20
300円(親子1組) ＊主に２〜4歳児対象
最少開催人数3組 予約制

◆メニュー例
○鶏肉のから揚げ香味だれ ○チキン南蛮
○生姜焼きほか ＊ご飯、旬野菜の小鉢、汁物付き

たしかな明日の
お手伝い

すみれが丘店

その日の気温や
手 に入った 野 菜
で、メニューを自
在にアレンジ。何
度でも食べたい、
とファンが増えて
います。

ロクマルサミット 検 索

ロクマル ( 5 0 〜 6 0 代 ) 世 代 の 経 験・能 力を地 域 の 力 に!

◎ ◎ 整膚のすすめ ◎ ◎

防災対策・電気代の削減・ご自宅の
スマートハウス化にぜひ！
工事費込

6/28(水)・7/26(水)

◆メニュー
〇夏野菜カレー
〇スープ、
コーヒー付き

＊10月には学童とのコラボ予定。 後援：都筑区

☎045-944-1714（平日9時〜18時）

750円（コーヒー付き）

由紀子さんのごはん

（剪定ばさみは持参。ない方はご相談ください。）

お申込み：NPO法人ロクマル

みんなのキッチン調理チーム

本格派カレーもおまか
せあれ！のロクマル 男
子が、地元の夏野菜を
どっさり入れて作ります。

N P O 法人ロクマルの取り組みを応援します。
太陽光・蓄電池のセットが驚きの価格！

●いずれも予約制
電話またはHPから

ランチの予約は不要です。なくなり次第終了となります

元気になる夏カレー

野 菜ソムリエ が
作る旬の野菜
たっぷりのランチ。
野 菜 の 栄 養とパ
ワーで 心と身 体
の バランスを 整
えましょう。

講習会：9月9日（土）実習：9月30日(土)
参加費：講習会と実習で4,000円

定員：12名 ※5名様以上のご参加で催行いたします
参加費：10,000円（事前振り込み）

ランチタイム 11:30〜14:00

ロクマル・チューボー男子チーム

みんなのキッチン調理チーム

横浜型地域貢献企業・石井造園（株）代表の
石井氏を講師に講習会開催。都筑民家園
（地域支援事業）にて剪定の実習を行います。

講師：中澤弘子さん カラーアナリスト。

ワンコインママ
http://ameblo.jp/mamasalon2015

水曜ランチ

石井造園×ロクマル
剪定のお仕事

7月12日（水）10時〜12時30分

この年代の女性から熱い支持を受けている。

6/21(水)・7/19(水)

地元企業やNPOとコラボで、
ロクマルから新たな仕事に挑戦！
＜実習付き＞

似合う色の見つけ方 &
メイク講座

ワンコイン500円から気軽に体
験・お買い物ができる、子連れで
参加しやすいイベントです。夏
休みの自由研究にもオススメ！

野菜たっぷり、水曜からだ想いランチへようこそ！
水曜ランチ

株式会社ミールケア

協力企業 食育給食で子どもたちを笑顔に。食育に関心がある方、お聞き逃しなく。

廣田新聞店様購読者限定 特別講座
ロクマル（50代〜70代）世代が
輝くオシャレ講座

ワンコインママ「サマーマルシェ」

幡野 080-1083-7230 mint@r08.itscom.net
http://minna-waiwaiwine.jimdo.com/

参加費：会員850円／一般1,500円

保育園や高齢者施設でひっぱりだこの調理の仕事。
食の楽しさ、美味しさを伝えるための舞台裏とは? 家庭での調理経験を
仕事にしていく心構え、研修制度など、企業にお聞きします。

老人ホームの食事を丸ごと任される面白さ。

ワンコインママ
500円／回 予約か先着順
入場無料

10:00〜15:00

6月14日（水）13時〜15時

NPO法人W.Coれもんばーむ

サザンクロス・クッキング 090-3003-7071
southerncross@mountain.ocn.ne.jp

11:00〜12:30 色々な国のワインを飲んでみましょう
13:30〜15:00 チーズとワインを合わせて
予約
問

仕事への一歩が踏み出せない方、資格が眠っている方、男性も。

◆キムチ釜飯、ヤンニョムチキン、チャイニーズ
バーニャカウダー、
チーズタルト キルフェボン風 他
予約
問

ロクマル

毎日の家事を仕事にするヒント◎ 調理のお仕事編

リクエストの多い
お からこん にゃく
ピザの他、韓国料
理や中華料理のレ
シピを紹介します。

8/1（火）

午前の部は世界のワインを味
比べ。品種が同じでも、国によ
って味わいが違います。午後
の部は、ワインに合うチーズ
の魅力を紹介します。

学んで仕事につなげる●ロクマル就業スクール

手軽に出来る
多国籍料理のおもてなし

マルシェ

幡野
敏子さん

検 索

NPO法人ロクマルは、さまざまな催しで50代〜60代の働き方を応援します。

7/20

10:30〜13:30

検 索

横浜市都筑区茅ヶ崎中央36-5 ６階 TEL.045-944-1714 FAX.045-944-1399

講座
6,000円/回 15名
6,000円/回 15名
持ち物・・・エプロン、
持ち物・・・エプロン、
（木）
筆記用具、梅干しを漬ける
筆記用具
10:30〜13:30
容器
サザンクロス・クッキング主宰 日高幸子さん

6/23（金）

みんなのキッチン

ロクマルサミット

http://www.uchinogohan.com
◎都筑区・青葉区は配達無料

あおば子どもミュージカル

第８回公演

「ロビンソン＊ロビンソン」
6月24日

土 14：00〜/18：00〜
（2回公演）
会場◎青葉公会堂
A組 14：00開演 / B組 18：00開演
チケット前売り 1,500円 / 当日1,700円（全席自由）

●チケット申込み

090-1885-1102（三井） 080-1235-4767（小栁）
後援：青葉区役所、神奈川県教育委員会、横浜市
教育委員会、川崎市教育委員会、FMサルース

QRコード→

「第33回全国都市緑
化よこはまフェア」の
グランモール公園に
て、GREEN CUBEを
出店しました!!

