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Ｂｉｊａとはサンスクリット語で「種」を意味します。生命、そして新しいものが始まり成長していく象徴です。

アースデイはままつ 2010
地球のことを考えて行動する日、アースデイ。４月２２日のアースデイにあわせて、世界中の
多くの街で、その街に住む人たちが、思い思いの方法で地球のためにできる行動をしています。
そして、ここ浜松では、Bija も全面的に応援している「アースデイはままつ」の年間の集大成のイ
ベントが、４月２５日に中田島の海浜公園で行われます。今年で３回目です。今年のテーマは
「響-echo-：つなげよう地球へのメッセージ、響かせよう未来へのミュージック」です。「エコー」に
かけて、「エコ」「音楽」でたくさんの人々がつながり楽しみながら環境や自然に目を向けるきっか
けとなってくれることを願っています。
これまで実行委員長は３０代の経験を積んだ地域のリーダ
ーが勤めてきましたが、今年は実行委員長、副実行委員長
ともに静岡大学の学生２人が務めて、若い発想とエネルギー
でイベントの準備を進めています。
今年も、みんなで地球をきれいにする「ビーチクリーン」、そ
してこの地域の環境に配慮した活動や仕事をしている団体、
会社、お店の出店や展示があります。みなさんもアースデイ
はままつに参加することで、きっと地域とつながることができる
と思いますよ。
さらに、今年はアースデイースデイはままつ自転車ライドを開催します。浜松の街中から中田
島海浜公園までを、ガソリンを使わない自転車で、その楽しさ味わい、新しい浜松の魅力を見つ
けながら、みんなでゆっくり走る企画です。またエコファッションコンテストも行います。これは、不
要な服、素材をリメイクした衣服・小物、オーガニック素材、または地元の織物を使用した作品で
のコンテストです。
アースデイはままつの活動を通じて、地域の若いリーダ
ー達が育ち、そして想いや志を持って行動している人たち
がつながる、そんな循環ができたらいいなと思います。そ
れより、なにより、きっと春の中田島は気持ちいいですよ！
ステージでの音楽やトークもあります。ぜひ、みなさんもア
ースデイはままつ２０１０に足を運んでみてください。
（kiyo curry）

今月のキャンドルの明かりでディナータイム
4 月２日（金）、9 日（金）、16 日（金）、23 日（金）、30 日（金）
ゆらゆらゆれるキャンドルの灯りを楽しみながら、リラックスして大切な人と一緒に過ごしませんか？
キャンドルの光がつなぐ、地球への優しさ、平和、伝統的な暮らし、スローライフ、世界のいろいろな
場所であかりを見つめる人々に思いをはせながら･･･

アースデイはままつ２０１０
●
●
●

日 時 ：4 月 25 日（日）10 時～16 時
会 場 ：遠州灘海浜公園芝生広場
内 容 ：ビーチクリーン（午前午後各 1 回）、ライブ、エコファッションコンテスト、
アースデイ自転車ライド（別会場よりスタート）、展示、ワークショップ

○ 当日ボランティア絶賛募集中！
ｖ
4 月 11 日（日）に説明会を行う予定です。
ぜひスタッフの一員としてイベントを盛り上げましょう！

○ エコファッションコンテスト
まだまだ使えるものを大事に使うことはエコの基本ですが、それを普段
着る服に取り入れたのがエコファッション、不要な服、素材と腕リメイク
した衣服・小物、オーガニック素材、または地元の織物を使用した作
品を募集中です！
アースデイはままつの当日にステージで発表して、素敵な作品には
賞品もさしあげます。締切は 4 月 10 日までです。
詳しくは「アースデイはままつ」の HP をご覧になってください。
http://earthday-hamamatsu.amhp.jp/index.php

SPAC リーディング・カフェ・ツアー@Bija

～演劇の台本を、声に出して読んでみませんか～
俳優と共におしゃべりをしながら戯曲の読み合わせをする…
そんな気軽な演劇体験が、若返りや参加者同士の交流、地域文化の向上のみならず、婚活にも有
効！？と、今や東京や名古屋でも大好評の【SPAC リーディング・カフェ】。
静岡県舞台芸術センター（SPAC）ではこの春から１年かけて、ふじのくに芸術街道を演劇で盛り上げ
るべく県下２２の宿場町に出向き、話題の「リーディング・カフェ」を開催していきます。
浜松では、スパイスカフェ Bija（ビージャ）で開催します！
読む戯曲はギリシャ悲劇、「王女メデイア」。（Shizuoka 春の芸術祭 2010 で、SPAC が上演予定）
読んだ後は、オーガニック・カレーを堪能する・・・
静岡ならではの芸術と食のコラボーレーションに、どうぞお越しください！

SPAC リーディング・カフェ＠浜松
日時 5 月 16 日(日)16 時～19 時 （受付は 15：30 より）
場所 スパイスカフェ Bija（ビージャ）
参加費 1100 円（ワンドリンク・資料代込み）（マイカップ持参の方は 1000 円）
食事 リーディング後、お店でご自由に食事ができます。（料金は別途）
Web http://www.spac.or.jp
要予約（定員 15 名）
お問い合わせ：SPAC チケットセンター（054-202-3399）
※SPAC『王女メデイア』
上演日時：6 月 26 日(土)19:30、7 月 3 日(土)19：30
http://www.spac.or.jp/10_spring/

★ Bija３周年記念パーティー ★

３周年なので、３夜連続パーティーします。
★ 第１夜 ５月２１日（金）
３年前の５月２１日に産声をあげた Bija！この日は原点に立ち戻ってカレーパーティーです。これ
までの Bija で人気のあったカレーを再登場させます。何種類のカレーが出るかはお楽しみ。そして、
創業からの Bija の３年間を店主清川が振り返ります。お客様と一緒にカレートークもできたらいいで
すね。来たれ、カレーマニア＆Bija マニア！
18:30 開場 19:00 スタート

★ 第２夜 ５月２２日（土）
Bija がお世話になっている有機農家さん達が大集合。いつも Bija で食べ
ているおいしい野菜を、どんな農家さんたちが、どんな想いで育てているか
直接聞くことができます。もちろんパーティーでは農家さんたちとお話するこ
ともできますよ。ひょっとして、有機農家さんたちが手料理を持ってきてくれ
るかも。。。
18:00 開場 18:30 オーガニックトーク by 有機農家さん＆Bija 店主清川
19:00 パーティースタート

★ 第３夜 ５月２３日（日）
３夜目はスタッフも疲れていると思うので（笑）、「ゆるゆるパーティーナイト」にします。この日、Bija
のスタッフが大集合。いつも、各スタッフが一品 or 一芸を持ち寄ってやっている Bija の内輪のスタ
ッフパーティーに、そのままお客様もご参加ください（笑）。スタッフのヒデ君による、マジック、ジャグ
リングショーも必見。一芸を披露したいお客様はぜひどうぞ。 Bija のスタッフと一緒に３周年を祝い
ましょう！
18:00 開場 18:30 スタート






参加費はいずれも、３０００円
「Bija カスタマーカードⅢ」以上をお持ちのお客様は３００円引き
お食事はビュッフェスタイル（ドンリンクは別料金）
パーティーにご参加くださった方には３周年の記念グッズをプレゼント
予約制： 連絡先 053-474-0330（電話）、info@bija.jp（Email）

Bija ゆるゆる農園だより ⑮ 「農園長（またまた）交代！」
前任のあきらさん、キョウコさん、ゆるゆる農園お疲れ様でした。
新しく担当(農園長)になりましたテツです。
農業、全くのド素人ですが農園長になったからには、ごゆるりと
丹精こめて育てていきたいと思います。
現在、農園には小さいながら緑色の植物が育っています。
キョウコさんあの子たちは何です？
長野に越す前に教えてください。
new 園長テツは柑橘系野菜が好きなので、４月に入ったら
レモンの苗を植えようと決めました！！
ニュー園長テツでした。
レタスですよ

ゆるゆる農園をアキラ君から引き継いだばかりで短い間でしたが、
私が浜松を離れることになり、次は新スタッフのテツくんにバトンタッチです。
テツくん、畑に植えてあるのは、グリーンピースと、レタスですよ。 後をよろしくお願いしますね！
私は引越し先の長野で自分の畑を持てることになったので、こらからはそちらで頑張ります！
キョウコ

スタッフ紹介
森島 悟 （Morishima Satoru）
昨年の１２月から Bija に仲間入りしました！
いよいよ僕にとって今年は大学受験の年です
勉強・バイト両立させて頑張ります!!
ちなみに夢は保育士です ピアノを猛特訓の日々…笑
子どもに頼られ、好かれる先生になりたいです☆
お店には子ども連れのお客様もたくさんみえます。
親子のコミュニケーションの様子を観察してますよ(笑)
また、先輩スタッフの方々もさまざまな国や場所などに行ってリアルな経験論を話してくれます！
すごく面白いし楽しいです。
Bija を通してたくさんのことを学びたいと思っています。僕を見かけたら声をかけてください♪

今月のおすすめ商品

各５４６yen

ハーブ＆スパイスティバッグのご紹介
こちら、２つの味が楽しめるティーバッグボックスです！
体がぽかぽか温まるジンジャー紅茶と、すっきりとした香りの
レモングラス紅茶のセット。
スパイスの香りいっぱいのマサラ紅茶とほんのり甘くてさわや
かなオレンジピール紅茶のセット。
パッケージが女心をくすぐるかわいさですね！
この春は、ネパリのフェアトレードクッキーと共にハーブ＆スパ
イスティでティータイムはいかがですか♪今の時期お花見しな
がら。。ほんのひとときのリラックスタイムに。。
リエ

Ｂｉｊａでリラクゼーション
第 1・3 水曜日はＢｉｊａにて Ｓｈａｋｔｉのトリートメントが受けられます！
メニューの詳細は http://ayurveda.hamazo.tv/ からご覧ください。
日時：第 1・3 水曜日 受付時間：１１：３０～20：00（要予約）
予約・お問い合わせ ｓｈａｋｔｉ 理絵 ０９０－８７３４－３２１７ ayurshakti_rie@yahoo.co.jp

４月の営業のお知らせ
４月 25 日（日）はアースデイ出店のためディナータイムのみの営業になります。

Spice Cafe Bija （スパイス･カフェ･ビージャ）
address 〒432-8002 浜松市中区富塚町 449-1
（杏林堂富塚店さんより佐鳴湖方面へ約５０ｍ ケーキの AKIYAMA さん向かい 美容室ペルセさん隣り）
tel 053-474-0330 website http://www.bija.jp 定休日：火曜
ランチ 11:30～13:30 カフェ 13:30～16:00 （L.O.15:30） ディナー 18:00～21:30 （L.O.21:00）
☆ Ｂｉｊａ新聞についてのお知らせ ☆
この度はＢｉｊａ新聞をお読みいただきありがとうございます。
さて、新聞の発行に伴い必要な紙、インク、輸送にかかるエネルギーなど、環境にかける負
担も大きくなってまいります。もしみなさまのなかでインターネット環境があり、ホームページで新
聞を見ることができるという方は右記のサイトにアクセスしてみてください。 http://www.bija.jp

