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食でつなぐ地域共生社会
渡辺代表は︑﹁各学校
区で定期的にできたらい
いと思う︒ここが拠点と
なってみんなをつないで

今年の納涼うちわは
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鎌倉ゆかりの画家描き

﹁食を介した心豊かな

剰品の寄付などで賄い︑

いきたい﹂と話す︒

地域共生社会づくり﹂を

﹁ふらっとカフェ鎌倉﹂毎週開催
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け︑集まったもので当日
メニューを決め︑参加者

鎌 倉︵ 渡 辺 公 子 代 表 ︶﹂ 調理はボランティアが行
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までに小泉淳作︑平松礼

員長︶が寄付︑協賛を募

らかなお寺という印

６月３日 時神前祭︑

気の出る色を意識して描

﹁ふらっと﹂来られるカフ
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火大会のうちわとして鎌

二︑大津英敏︑横山隆一

鎌倉市主催での開催が決

ゴールデンウイークの
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にテーブルを囲んだ︒

が開かれ︑幼
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までボランテ
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委員会﹂︵久保田陽彦大

の日のメニュ

っている＝写真︒

第 回鎌倉花火大会は

ーはカレーに

花火大会を﹂と市民有志

開催は７月

喧騒からやっと静けさを

とを思っての椅子席
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紙が心に残った︒生きる

美しい字で揮毫された色
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苦しむ私たち凡夫を如来
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﹁遠いところか
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き︑ありがとうご
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と︑商店街などに募金箱
を設置して協力を呼びか
けている︒問い合わせ市

た余りの木で作られた

仏﹄ともいわれ︑普く人
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下さっている︒
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題字は建長寺派管長 吉田

帰命山延命寺さまを久し

の心を潤してくれる

延命寺 阿弥陀如来坐像
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