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ミスモ

2016年6月号

ほっこり
和む

近場の

ミスモ

柿生へ

NEWS 2



柿生の歌が誕生！
気になる音源はフェイスブック
「柿生中央商店会」
でチェック！
〈問い合わせ〉

NEWS1

6月〜7月、
浄慶寺のアジサイが
見ごろに

店先(みせさき)に並ぶ 赤い顔のボクを
道ゆく人は だれも見むきもしない
涙がこぼれる さびしさイッパイ
ふるさとに帰りたい！ 誰かボクを連れて帰ってよ！
友達いっぱい
笑顔溢れる街
幸せいっぱい
愛溢れる街

かきかきかきくけこかきお
かきかきかきくけこかきお
かきかきかきくけこかきお
かきかきかきくけこかきお

044-988-1223

神奈川県川崎市麻生区上麻生6-34-1
フォトコンテスト2014ミスモ賞 池
田英樹さん
（左）
、2013子どもの部
優秀賞 合原亮太郎くん
（右）
。

グルメ

6/2㈭～18周年記念キャンペーン開催

眺めのいい仙石原の高台か
ら、芦ノ湖や箱根連山、木漏
れ日と四季 折 々の 風 景を満
喫。11,000円 ＋ 税 〜
（1泊2
食付・入湯税別）で、自家源
泉の大浴場と貸切浴場
（無料）
4つが楽しめる。夕食には箱
根らしい和洋会席膳を。朝食
は和洋織り交ぜ、約40種の
バイキングが並ぶ。

仙石原

ある日あの人が ボクを見つけたよ
あたたかなその手でそっと抱きしめてくれた
笑顔がこぼれる 嬉しさイッパイ！
これで帰れるよカゴにゆられ ボクのふるさとに…

〈問い合わせ〉

ックス
ビューティー・リラ

作詞作曲 bless4

かきかきかきくけこかきお
かきかきかきくけこかきお
かきかきかきくけこかきお
かきかきかきくけこかきお

044-951-0843（あかもと本舗）

箱根連山を望む温泉と会席膳でぜいたく時間

柿生のうた かきくけかきお

初夏の

4/23に箱根ロープウェイが
桃源台から大涌谷まで、
約1年ぶりに開通！

ホテル花月園

蘂0460-84-8621

※大涌谷駅は駅舎の外には出られません

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分
http://hotel.kagetsuen.net/

注目

神奈川県足柄下郡箱根町仙
石原1245
（旧ロッヂ富士見
苑）賚10時〜17時 贊無休

広々とした和洋特別室は、家族旅
行に大人気。

今、話題のソロウェディングプラン

蜻鶴川

中央公園前

蘂044-989-4163

ミ スモ 特 典

カット、パーマ、カラー10％OFF

新規の方。他の割引との併用不可。
【2016年6月30日迄有効】

三輪中央公園

町田市三輪緑山1-5-5
賚9時〜18時 贊火曜、第1・3水曜
猾あり
http://www.hair-elf.net

緑山
スポーツ公園

うなぎ・田舎蕎麦 寺家乃鰻寮
蘂045-962-7338

横浜市青葉区寺家町414 寺家ふるさと村 四季の家 賚11時〜
20時30分
（L.O.）
/ランチ
（L.O.14時30分）贊火曜 猾あり

宮城野

神奈川県足柄下郡箱根町宮城野1362-16
箱根登山鉄道強羅駅より送迎車で8分
http://www.hakone-elecasa.co.jp/
電話予約受付10時〜20時

6月初旬頃までホタルが楽しめる。喧
騒を忘れて癒しのひとときを。

スーパー

三輪緑山中央

3D
愛犬の留守番、
しつけ
時間プロが支援

ペット

駅前オープン3年目
絶品ホルモンに舌鼓

5/29㈰まで！
感謝セール開催

柿 生 駅 前 に 移 転し て3年
目。広い店内はいつもお客
さんでいっぱいだ。七輪で
焼く新鮮なホルモン
（シロ）
は香ばしくジューシーで、
やみつきになる常連客も多
い。暑くなるこれからの季
節には、豊富なお酒と料理
で楽しみたい。

数々の洋菓子賞を受賞した
パティシエ宍戸氏の人気店
が、リニューアルから1周年
を記念し、
店内商品が20％
オフのセールを開催
（一部
対象外）
。蒸ショコラなど、
厳選素材を使った洋菓子
をこの機会にぜひ！セール
中は日曜も20時まで営業。
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柿生駅から徒歩6分の麻生川沿いに、24時間トレーナーが
常駐する犬の保育園がある。しつけや社会性を身につける
保育園はもちろん、散歩を含むホテルやデイ預かりも可能。
まずは、数時間の無料体験から始めてみたい。

犬家保育堂

蘂044-986-1147

蘂044-987-3120 川崎市麻生区下麻生2-520 賚10時〜20時
（日曜
（翌日が祝日の場合を除く）
、
日曜に続く連休の最終日は18時まで）贊第3月曜
（例
外あり）猾あり http://www.ilfaitjour.com/

蘂0120-184-195 川崎 市 麻 生区 上 麻 生631-25 賚7時～22時 贊無休 猾あり
http://inuyahoikudo.com/

柿
生

注目
田

マルエツ

至
町

毎月19日はサービスデー！
生ビール100円引き！

ミスター
ドーナツ
川信

注目
開催期間中、新商品マンゴーロール
を特別価格1,000円で販売。

大谷
ハック
ドラッグ
スリーエフ
東柿生小

川崎市25麻訓第4号
（訓練）
、25麻保第5号
（保管） 取扱責任者：
渡邉悦代 登録期間：H26.3.14〜H31.3.13

注目

預けている間、メールやLINEでも様
子がわかるので安心。

上麻生

柿生記念
病院

麻生総合
病院

至柿生駅

イルフェジュール 本店

柿生

いくどん 柿生店
川崎市麻生区上麻生5-44-27 賚月〜土17時〜24
時
（L.O.23時30分）
、日・祝16時〜22時
（L.O.21時
30分）贊無休 http://www.ikudon-kakio.com/

箱根エレカーサ ホテル＆スパ

蘂0460-86-1201

注目

郵便局

ショップ

グルメ

宮城野の高台に立つ、全15室の
スタイリッシュホテル。源泉か
け流しの温泉に、箱根屈指の眺
望がエネルギーをくれる。話題
の
「ソロウェディングプラン」は
宿泊と撮影がセットで、衣裳合
わせからサポートしてくれるの
で安心。既婚・未婚どちらも歓迎。
詳細は問い合わせを。

青葉台 ▼

ヘアー＆メイク エルフ

鴨志田中央

大涌谷名物
「黒たまご」
の
販売を再開！
〈販売場所〉
くろたまご館4

環状4号入口

第四公園
鴨志田東
入口

NEWS 2

0460-84-9605

友達いっぱい
笑顔溢れる街
幸せいっぱい
愛溢れる街

自然の中で老舗のうなぎとそばを堪能

鴨志田中

箱根へ

NEWS1

田園風景の中に佇むうなぎ料理の名店。秘伝のタレは50
年以上続く伝統の味。ふっくら香ばしく焼き上げられ、
絶妙な歯ごたえの残る食感は食通をもうならせる。また、
特製そばつゆが評判のそばも食べておきたい。お昼には
せいろやランチメニューで老舗の味を気軽に楽しんで。
スタッフの笑 顔と確かな技 術が、
地元に愛される同店では、18周年
を記念してキャンペーンを開催。
6/2㈭～7/31㈰の期間中、ヘアケ
ア商品の割引や、トラベルキットプ
レゼントなどうれしい特典が満載。
リニューアルで、より快適になった
シャンプー台も体験してみて。

ひと足
延ばして

2016年6月号

254×94mm

注目

女性一人旅プランなど、お得なプ
ランはHPをチェック。

パワースポット箱根で開運グッズを
世界中から買い付けるマイセ
ンの陶器や人形など、希少な
ものがそろう。
オーナー
（写真）
が手にするのは、スワロフス
キーの
「青龍神」
。金運を上げ
る
「黄金龍」
、恋愛運を上げる
「桜龍」
などもある。
イタリアの
職人が作る
「お守りジュエリー
パワーストーン」
は、最適な石
を選んでくれる。

芦ノ湖

ギャラリー陶里

蘂0460-83-6668

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根28
開館時間／10時〜18時 贊無休 Ⓟあり
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス45分
http://www.touri.co.jp

注目

パワーストーン購入でヒマラヤ産
水晶のさざれ石＋巾着袋進呈。
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2016年6月号

ミスモ
［グルメ］

家具下取りフェア開催中！

［住まい］

今だけ！フカヒレラーメンがお得に
味・量ともに満足できると評判の神洲之華で、とろとろの
フカヒレ が たっぷり入った
「 フカヒレ ラ ー メン 」通 常
1,595円＋税が1,320円＋税に。6月から始まる
「家庭風
冷麺まつり」
では、のどごしのよい冷麺が880円＋税！人
気の日替わり・月替わりランチもおすすめ。
橋
陸
戸
登 セブンイレブン
公園前

田
至町
しん しゅう の はな

中国家庭料理 神洲之華
蘂044-922-2106 川崎市多摩区登戸新町421 登戸21ビ
ル1F 賚平日11時30分〜14時30分/17時〜23時、土・日・祝11
時30分〜15時/16時30分〜23時 贊無休 猾あり

隠れ家風の店内で自家農園
の新鮮野菜とワインが満喫
できる。大人気の野菜ラン
チ
（1,200円）のほか、6月
からスタートするカフェタ
イム
（14時 〜16時 ）で は、
ガレットや自家製フルー
ツソースのパンケーキが
楽しめる。女子会にもぜひ。
リ リ ー ズ

蘂0120-10-7834

蘂044-322-8029 川崎市麻生区万福寺1-12-19
鈴木ビル1F-E 賚ランチ11時30分〜14時、カフェ14時
〜16時、
ディナー17時30分〜22時30分
（L.O.)※日曜は
〜22時
（L.O.）贊月曜、
第1日曜 http://www.promety.jp

南百合丘小南

ミ スモ 特 典

王禅寺
五差路

上質な畳表7,800円+税→7,300円+税

3,000円以上お食事された方。ディナー限定。1グループに
つき1回。本誌持参の方。
【2016年6月30日迄有効】

プ ロ メ テ ィ ー

Lilly's. by promety

川崎市麻生区王禅寺西3-7-15
賚7時〜17時
http://www.furu-tatami.com

ミ スモ 特 典

バイ

古林畳店

道路

宮前平

500円OFF

カフェタイムスタート
自家農園野菜が魅力

畳が傷んできたなと感じたら、張り替えの検討を。畳一筋
26年の店主がその日のうちに上質な畳を仕上げてくれ
る。新しい畳の香りや空気清浄効果で、
和室が居心地よく、
家族の憩いの場になったとの声も。見積もりは無料。

駅北

登戸

南武線

黒川

尻手
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［グルメ］

畳の張り替えで
和室を憩いの空間に

［ショップ］

2016年6月号

アートセンター

駅入口
JA 世田谷通り

注目
ランチタイムは大好評のため、週3日
から毎日実施に！

新

区役所南

至

【2016年6月30日迄有効】

丘

ヶ

合

百

田

ミスモ

町
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［サービス］

［ビューティー・リラックス］

FPが無料で教育費・家計のアドバイス

［グルメ］

特別企画！お得なスペシャルコースを

天然温泉を120％楽しめるイベントが続々

Info r m a t i o n

保険相談サロン F.L.P 新百合ヶ丘エルミロード店

道路 GU

北門前

清水台

川崎北部
市場

注目
たまプラーザテラス店でも予約受付
中
（0120-673-261）
。

蘂0120-673-240

川崎市麻生区上麻生1-4-1 新百合ヶ丘
エルミロード6F 賚10時〜20時 贊エ
ルミロード休館日 http://www.f-l-p.
co.jp 募集代理店㈱ F.L.P

新

丘

ヶ

合

百

宿
新
至
オーパ

カウンターで
いただく味は格別

エルミロード

イオン
横浜銀行

夏の季節メニュー
「鮪彩り小丼御膳」

I n f orm a tio n
開放的な野天岩風呂で癒しのひととき。心から温ま
って美人度UP
（上）
。内湯で楽しめる白湯
（下左）
。

黒湯の天然温泉が楽しめる野天岩風呂や岩盤
浴、
食事処がそろう日帰り温泉施設。人気の
「集
え！フロ女
（じょ）
企画」
では6/13㈪～17㈮の
期間中、女性限定日替わりイベントを実施。
さらに、お食事処では女性限定で、夏の季節
メニュー
「鮪彩り小丼御膳」
もしくは
「煮穴子寿
司御膳」
をご注文でミニ甘味orソフトドリンク
を無料サービス！新百合ヶ丘駅、鶴川駅を回
る無料送迎バス毎日運行中。
注目
会員・平日限定の女子会お風呂パック
2,689円+税
（要予約）
も大人気！

⃝6
 /1㈬～19㈰ 父の日ギフト5,980円
（選べるリラ
クゼーション＋お食事500円割引券＋メッセージカ
ード おまけとして
「全日入館招待券プレゼント」
）
 /6㈪～10㈮ 会員限定ご優待パック 1,400円
⃝6
（入
館料+選べるお食事+岩盤浴40分）
⃝6
（お食事処にて）
 /6㈪～ 夏の季節メニュー販売開始

野天湯元・湯快爽快・くりひら
蘂044-989-2644

川崎市麻生区片平8-2-1 賚9時
〜24時、金・土・祝 前日〜 翌1時
（受付は30分前）贊無休
入館料／大人平日930円、
土・日・
祝1,080円 子 ど も 平 日430
円、
土・日・祝530円

栗平

小

田

急

多

線

6切 ワ イ ド サ イ ズ と フ レ ー ム で、
2,246円→1,706円とお得。

世田谷通り

宿

新

丘

ヶ
合
百 オーパ

新

イオン

蘂044-951-1888

川崎市麻生区上麻生1-3-2 壱
番館ビル2F 賚平日11時30分
〜15時（L.O.14時30分）/17
時〜22時（L.O.21時30分）、
土・日・祝11時30分〜22時
（L.O.21時）贊無休 猾あり

JA

世田谷通り

ファミリー
マート

丘
ヶ
合 オーパ
エルミロード
新
百

イオン

6

エルミロード

19

極真カラテでは、6/19㈰10時から無料体験教室を開催。
体の鍛錬だけでなく、心身ともに健やかな成長、礼儀正し
く心の強い人間形成を目指す同道場の指導を体験できる。
親子、兄弟姉妹、友人同士、ひとりでも大歓迎！要予約。

胡桃（くるみ）バレエスタジオ

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

蘂044-989-5439

蘂042-723-5969（町田道場事務局）
川崎市麻生区百合丘2-2-1 横山ビルB1
問い合わせ／13時〜17時
http://kkjm.sakura.ne.jp/

川崎市麻生区王禅寺西7-20-2（右地図は発表会
会場） 会場／麻生文化センター 大ホール
http://kurumi-ballet.net/

注目
体験レッスン随時受付中。詳細は、
ミスモネットで。

アートセンター
世田谷通り
駅入口
JA
ファミリーマート

麻生区役所
区役所南

百

新

丘

ヶ

合

宿

新

至

／ ㈰実施
無料で空手の体験を！

7/31㈰、麻生文化センタ
ー大ホールで第15回発表
会 を 開 催。16時 開 演
（15
時30分開場）
。岡田展佳、
宮本祐宜、後藤和雄、森川
耕、武石光嗣、中井杏香、
清水彩ほか出演。入場無
料(要チケット)。詳細は電
話かHPで。

蘂044-959-3570

至

旭鮨総本店 新百合ヶ丘別館

第15回発表会
「くるみ割り人形」
全幕

パレットプラザ 新百合ヶ丘店

注目

5,000円（税込）以上500円OFF。10,000円（税込）以上
1,000円OFF。エリアは要確認。
【2016年6月30日迄有効】

特別な日にぴったりのコース
「大海」
（左上）
。お得
なランチ
「和み」
（右下）
。

［スクール・レッスン］

複数のお気に入り写真を1枚にレイアウトしてプリントす
るモアプリント
（4サイズ・270円〜）
。縦横、余白の色
（白
か黒）が選べ、飾ればお洒落なインテリアに。店頭注文す
れば1〜2時間ででき、プレゼントにも最適だ。

ファミリーマート

出前メニュー割引

スリーエフ

1

JA

ミ スモ 特 典

摩

［スクール・レッスン］

枚の写真に思い出
ギュッと詰め込んで

［ショップ］

川崎市麻生区万福寺1-17-1 小田急アコルデ新百合
ヶ丘北館3階 賚9時〜20時 贊無休 Ⓟあり
http://www.80210.com/

大好評につき、人気のスペシャルコース
「大
海
（たいかい）
」がミスモ読者限定の特別価格
に！通常価格6,000円＋税のところ、期間限
定5,000円＋税で楽しめる。旬の食材を使っ
た前菜・刺身・煮物・揚物・十勝ハーブ牛ステ
ーキ・茶 碗 蒸 し・にぎり6個・お椀・デザー
トが付く豪華なコースだ。「カウンターコー
ス」
は、先付、刺身3点、料理2品、にぎり7個、
お椀が付いて6,000円+税とリーズナブル。

ミ スモ 特 典

空手着プレゼント

無料体験後に入会の方。
【2016年6月30日迄有効】

百合ヶ丘

田

至町

通

尻手黒川

町
田

オーダー家具フェア同時開催！

蘂044-975-3158

新百合ヶ丘

注目

教育費は大学入学のタイミングで
ピークを迎え、私大の場合は月額
約15万円になることも。F.L.Pでは、
教育費や生活費のシミュレーション
が無料。さらに、プロの家計アドバ
イスを受けることができる。子ども
が小さいうちが貯蓄のチャンス。将
来のためにも、
まずは気軽に相談を。

葉山ガーデン 宮前店
川崎市宮前区犬蔵3-9-18
パークヒルズタマプラ1F
賚10時30分〜19時
贊月曜
（祝日の場合は火曜）
http://www.hayamagarden.
co.jp

⃝ 大海
（たいかい）

通常6,000円＋税

→特別価格5,000円＋税

（2016年6月末まで）
※前日までに要予約。予約時に
「ミスモを見た」
と一言を。
⃝ 昼限定コース
「和み」

2,900円＋税
⃝ カウンターコース

6,000円+税

至

6/12㈰まで、家具下取りフェアとオー
ダー家具フェアを同時開催中。北海道旭
川の熟練職人が、天然木の良さを生かし
て作るオリジナル家具は、使い込むほど
に味わいや表情が増す。サイズや色、素
材などを変更できるセミオーダーやプロ
と相談しながら作るフルオーダーで、自
分だけの家具を手に入れることも。不要
になった家具の下取り割引もあり、お得
なこの期間、ぜひ気軽に足を運んでみて。

Men u

⃝ 家具下取りフェア特典
（セール対象外）に応
購
 入金額
じ、同等の不要品に限る
・50,000円以上
5,000円割引
・100,000円以上 10,000円割引
・300,000円以上 20,000円割引
⃝ オーダー家具フェア特典
・セミオーダー家具
（サイズ・色
変更）
一律5%OFF
・フルオーダー家具
30万円未満10％OFF、30
万円以上15％OFF

柳

インテリア小物の
お買い得商品あり！

ブラックウォールナット4～6枚は
ぎテーブル（上）
。オーダー対応リビ
ングボードVEN
（左）
。

百合丘小学校
メガネストアー
スーパー三和
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ミスモ

2016年6月号

ミスモ

ふ るさと の 銘 菓

多摩休日夜間急患診療所
tel 044-933-1120

第

9:00〜11:30
13:00〜16:00
内科・小児科

回

川崎市救急医療情報センター
tel 044-222-1919

川崎市 歯科医師会の歯科診療

･夜間内科
･夜間小児科
夜
間
診療科目

受付時間 9:00〜11:30/13:00〜16:00

9:00〜11:30
13:00〜16:00
18:30〜22:30
18:30〜翌朝5:30
365日
    内科・小児科

診療時間 10:00〜16:00
＜夜間診療＞
期間 365日 診療時間 19:00〜23:00

市内の医療機関にて当番制で診療。詳細はホームページを参照。

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」

町田市 歯科医師会の歯科診療

東京都町田市

健康福祉会館
tel 042-725-5414

市内の医療機関にて当番制で診療。詳細はホームページを参照。

www.machida.tokyo.med.or.jp/

町田市休日・準夜急患こどもクリニック tel 042-710-0927
準夜診療 19:00〜22:00
休日診療（日・祝、年末年始12/29〜1/3） 9:00〜17:00

全国に
「ういろう」と

名のつくお菓子がある

が、その本家本元とな

うい ろう

心療内科

あさお

精神科

井澤クリニック

09:30〜12:30 休診
15:00〜19:00

神経科

診療時間

9:00〜17:00

どの医療機関も出かける前に必ず電話で確
認を取り､ また保険証は忘れずに持参を。

○

○
○

○
○

休診

○

○

○

9:30〜
14:00

けはせず一子相伝で製

法 は 守 り 続 け て い る。

現 当 主 で 二 十 五 代 目、

神奈川県で最も古い商

家である。昔から手作

業を基本に大量生産せ

ず、先祖の思いである

「もてなしの心」を大切

に小田原でのみ販売と

している。

本家本元の
「ういろ

う 」は も っ ち り と し た

食感とほのかな甘さが

特 徴 で 白 砂 糖・ 抹 茶・

小豆・黒砂糖・栗の５

お城のような独特な

種類。

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前

初診の方はお電話で予約をお願いします

981-3636

薑044-

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

岡崎医院

内科・循環器科 眞壁（旧岡崎）怜子、岡崎 大武
小児科・内科 岡崎 貴美子
胃 腸 科 萩原 優
糖 尿 病 外 来 担当専門医(東京女子医科大学）
名誉院長 岡崎 武臣
診
療 9:00〜12:30／15:00〜18:00
医院休診 日・祝､ 第2・4土曜､ 水・木・土曜の午後
眞壁怜子医師は産休のためしばらくの間休診とさせて
いただきます。代診医師はHPをご覧ください。

蘂044-966-8881（代表） 044-966-8880（受付専用）
〒215-0018 麻生区王禅寺東2-13-1 直接来院受付可
診療時間の詳細は

http://okazakiiin.com/

茨城県・潮来市

旅ごよみ 〜第 33 回〜

7月より入園説明会、保育見学会を開催

水郷潮来あやめまつり

各地のイベントや見どころの
情報をお届けします

開催中～６月26日㈰

川崎市麻生区千代ヶ丘 8-1-20

http://www.tsuda-ganka.com/

楽しく学びながら、生きる力を育む

教育目標は、
「畑を通じてぐるぐるめぐる保育」
。園児た
ちは草花や虫たちと触れ合いながら、
野菜を育てて収穫。
包丁を使っての調理体験も行う。7/16㈯、9/4㈰・17㈯
各10時～12時に、
親子で遊ぼう会＋入園説明会を開催。
9月、
10月には保育見学会を開催予定。すべて予約不要。
川

鶴
街
道

「教えない、やらせない、無理強い
しない」
ヨコミネ式教育法を公式導
入。英語や運動、ミュージカルなど
をプロが指導する。みな自主的に楽
しんで学び、卒園までに2,000冊
以上の本を読破する子どももいる
という。新百合ヶ丘駅から近く通園
に便利。
見学は随時受け付けている。

真光寺
十字路
和光学園

幼稚園

「世界のビールを楽しもう」

和光鶴川幼稚園

蘂042-735-2291

世界のビール
8本セット

町田市真光寺町1271-1 Ⓟあり
http://www.wako.ed.jp

2

注目

名様
※写真はイメージです。
※プレゼントの応募は希望商品 1 点につき 1 通とさせていただきます。

１９５２年
（昭和

始まった、潮来の初夏を彩る

27

年）
から

種１００万 株のあやめ
（花菖

伝統の祭り。
園内には約５００

80

蒲）
が白、紫、黄と色とりどり

に咲き誇り、毎年 万人を超

日 頃。 水・

10

える観光客でにぎわう。一番

の見ごろは６月

土・日曜には潮来花嫁さん
（嫁

入り舟）
が運航。多くの人に祝

姿は風情があり、必見。あや

福されながら水面を進む花嫁

め踊りや夜のライトアップな

どイベントも多く、水郷情緒

26

が楽しめる。

日時
開催中～６月 日㈰
終日出入り自由
場所
水郷潮来あやめ園
茨城県潮来市あやめ１－５
アクセス ＪＲ鹿島線潮来駅から徒歩３分
63-１１１１
問い合わせ ０２
 ９９（潮来市産業観光課）

●発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。●お寄せいただいた感想などは本誌のリーダーズダイジェストで
紹介させていただく場合がございます
（名字が掲載されますので御了承ください）
。その場合は粗品をプレゼント｡ ※ミス
モの読者プレゼントにご応募いただいた方の個人情報はプレゼントの発送および個人を特定しない統計的資料作成に利用
するほか、賞品を協賛企業等から直送する場合、必要な情報を協賛企業等に開示することになりますのでご了承ください。

薑 044-965-1171

綟あり

小田原市本町1-13-17 営業時間／10時〜17時 定休日／水・第3木曜
ういろう（白・茶・小豆・黒）各1棹600円 栗ういろう800円

鶴川4

先】 ●ハガキ〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-5-1 りそな新百合ヶ丘ビル5F
株式会社インクルーブ ミスモ編集部6月号プレゼント」
係
●FAX044-959-3751 ●Eメールmismo@mismonet.com
切】 2016年6月24日㈮（当日消印有効）

TSUDA Eye Clinic

ういろう 問い合わせ蘂 0465-24-0560

● 巻頭特集

ハガキ･FAX･Eメールのいずれかを利用して ■希望商品 ■アンケートの回答 ■住所 ■氏名
■年齢 ■職業（学年）■電話番号■Eメールアドレス（お持ちの方）
を明記してご応募ください。
【アンケート】
1今月号の感想をご自由にお書きください。
2今月号で面白かった記事や関心をもった広告を3つあげてください。
3ミスモを読んで、他の雑誌・フリーペーパーと違う所やお気づきの点があれば教えてください。
4ミスモの特集で組んでほしい内容があればお書きください。
ご回答ありがとうございました。
より良質な誌面をご提供できるように参考にさせていただきたく思います。

津田眼科

内科･小児科･循環器科･胃腸科

03-6758-2074 http://www.vitantonio.jp/

【締

横浜市歯科保健医療センター
tel 045-201-7737

www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp

mhエンタープライズ

【宛

横浜市青葉区の歯科診療

www.city.inagi.tokyo.jp/iza/kyuujitsu/

るのが、小田原にある

外郎家である。室町時

代、典医として朝廷に

仕えていた折、国賓の

もてなしに、当時貴重

だった黒砂糖を用いた

米粉の蒸し菓子を考案

し、いつしかその菓子

が評判となり家名より

「ういろう」と呼ばれる

ようになった。黒砂糖

は貴族の栄養剤として

使われており、医薬に

幅約20×奥行21cmのコンパクトな
卓上フライヤー。付属の専用フォーク
とスタンドを使って、オイルフォンデ
ュや串揚げなど、卓上で楽しめる。
油切りバスケットも付いているので、
フライドポテトも簡単。

通じていたからこそで

名様

気軽に揚げ物も
オイルフォンデュも

店構えも伝統のひと

2

http://www.mismonet.com

つ。いにしえより伝わ

向けて「食」の楽しさ、大切さを伝える食育活動を行う。

★過去のレシピがホームページで見られます

外郎家は１５０４年

保育士より転身し、調理師、食生活アド
バイザー資格取得。子どもからシニアまで幅広い層に

る老舗の心と味を堪能

島田朋子

含んでいます。塩分を体外に排出する働きを
もつカリウムも豊富に含んでいます。
さやから出すと急速に鮮度が落ちてくるの
で、なるべく早く食べきることがおいしさの
ポイントです。

したい。

⑤ふたを取り、そら豆、塩、粗挽き黒こしょ
うを加えて、とろみ加減を見ながら煮詰め
る。最後にもう一度味見をして仕上げる。

きた菓子という。

④水を加え、ふたをして中火で2～3分間蒸煮
する。

に北条早雲に招かれて

③フ ライパンに胡麻油を入れて中火にかけ、
油が熱くなったら長ねぎを炒める。少し焦
げ目がついてきたら、鶏肉を重ならないよう
に加えて皮目から焼く。全体に香ばしい色を
つける
（中まで火が通っていなくてもよい）
。

小田原に定住。暖簾分

②鶏もも肉を一口大に切り、片栗粉以外の下
味調味料をよくもみこむ。最後に片栗粉を
表面にまぶす。

旬菜豆知 識

応 募方法

川崎市百合ヶ丘歯科保健センター
tel 044-966-2261

①さやから出したそら豆を熱湯で2～3分間ゆ
でて皮をむく。長ねぎを斜め切りにする。

ほかのマメ科の野菜は花が咲いた後、地面に
向かって大きく垂れ下がりますが、そら豆は
空に向かって成長してゆきます。これが、そ
ら豆の語源とも言われています。たんぱく質
やビタミン、ミネラル、食物繊維をたっぷり

（ミスモ編集部セレクト）

近隣自治体の歯科医療体制

受付時間
･日曜､ 祝日

青葉区休日急患診療所 診療時間 9:00〜12:00/13:00〜16:00
診療科目 内科、小児科
tel 045-973-2707

神奈川県小田原市

作り方

インフォメーション

横浜市青葉区

東京都稲城市

そら豆と鶏肉の塩炒め
そら豆�� 皮付150g
（さや付で約500g）
長ねぎ������������� 1本
鶏もも肉����������� 300g
鶏肉下味調味料
塩����������� 小さじ1/2
粗挽き黒こしょう���� 小さじ1/4
酒������������ 大さじ1
片栗粉��������� 大さじ1.5
胡麻油����������� 大さじ1
水������������ 2/3カップ
塩������������ 小さじ1/2
粗挽き黒こしょう����� 小さじ1/4
※上記の塩、粗挽き黒こしょうは、好み
で適宜増やす

麻生休日急患診療所
tel 044-966-2133

※夜間は多摩休日夜間急患診療所利用

37

粗挽き黒こしょうをピリッと効かせて

2～3人分

川崎市多摩区

診療科目

35

日曜・祝日の休日急患診療

川崎市麻生区

受付時間

ういろう

VOL .

コンパクトフライヤー

12

Pure Life
近隣自治体の総合医療体制

材料

2016年6月号

夏まつりを7/23㈯、運 動会を
10/23㈰に実施。
大駐車場完備。

保育施設

注目

川崎認定保育園 天才キッズクラブ 新百合ヶ丘駅園

新園・学童開園につき、
保育士・ス
タッフを募集中！

蘂044-952-4871

川崎市麻生区上麻生1-3-9
受付時間／月～金8時～18時
http://www.tensaikids.jp

宿
丘 新
ヶ 至
合 オーパ 洋服の青山
百

新

イオン

エルミロード
横浜銀行
マプレ

15

ミスモ

2016年6月号

グルメ

箱根で人気のセットを川崎で

ミスモ

イベント

「歌う海賊団ッ！」が海賊船に

スクール

説明会と授業体験を開催

ビューティー・リラックス

フットネイルで素足美人に！

グルメ

住まい

宮城県を味わい尽くそう！

イベント

マンション選びの秘訣を学ぶ

2016年6月号

14

ショップ

ミューザで聴くロシアの名曲

待望の2号店がオープン！

ⒸDavide Cerati

ハード系パンと生ハムサラダ、ミネストローネ
または季節のスープのセット850円+税が人
気。プラス200円+税で、ラクレットチーズを
かけたラクレットオニオングラタンスープに変
更可能。箱根名物をぜひ味わって。

8/27㈯・28㈰（予定）、キッズミュージカルグ
ループ「歌う海賊団ッ！」が箱根海賊船に登場。
“子育て応援”をテーマに活躍する同グループの
パフォーマンスで、親子そろって元気をチャー
ジしよう。乗船時間は要問い合わせ。

6/3㈮10時から、在校生の保護者から情報を聞
ける説明会
「見て聞いて語る会」
（保護者対象/要
予約）
を開催。6/25㈯に入試説明会
（保護者・受
験生対象/予約不要）
、7/10㈰に授業体験
（小5・
6対象/要予約）
を開催。詳細・予約はHPにて。

6/30㈭まで、夏の素足を彩る
「フットネイルコ
レクション」
を開催。フットネイル施術を8,800
円＋税で受けられる。12種類の上品なデザイ
ンの中からお気に入りを選んで。半個室のプラ
イベート空間で、リラックスできるのも魅力。

6/1㈬～7/18㈷にディナーブッフェ「ナイト・
キッチンスタジアム～食材王国みやぎ～」
（月～
金曜日5,400円／土・日曜日、祝日6,579円）
を開催。宮城フェアは7回目にして初の夏季開
催。仙台牛やフカヒレも登場！

住 ま い や 不 動 産 の 相 談 が で き る 同 店 で は、
6/12㈰に
「買うなら今??失敗しないマンショ
ンの選び方講座」
（10時30分～12時、無料、
予約制）を開催。マンション購入を検討してい
る方に最適な物件探しのヒントに。

箱根ベーカリー 川崎アゼリア店

箱根観光船

日本大学第三中学校

ネイルマーナ

オールデイダイニング「カフェ
横浜ベイホテル東急

新ゆり 小田急 住まいのプラザ

川崎市川崎区駅前本町26-2-1040 B1F 賚7時～21時
(L.O.20時30分) ※7時～11時はモーニングメニュー
贊無休 猾あり
（有料） http://www.箱根ベーカリー.com

問い合わせ／平日9時～17時
http://www.hakone-kankosen.co.jp/

町田市図師町11-2375
http://www.nichidai3.ed.jp/

グルメ

イベント

スクール・レッスン

蘂044-280-7671

夏の名物を小田原で味わう

蘂0460-83-6325

2016年紹介フェア実施中

蘂042-789-5535

子どもからシニアまで大満足

蘂044-953-0774
川崎市麻生区上麻生1-10-1 シャトーレ新百合303
賚10時〜18時 贊日曜、祝日
（不定休あり）猾あり
（要予約） http://ameblo.jp/nailmarna/

シネマ

6/11㈯公開！おすすめシネマ

トスカ」

TOKYO SYMPHONY チケットセンター

蘂0120-090-918

蘂045-682-2218

6/25㈯14時開演。東京交響楽団がダニエー
レ・ルスティオーニの指揮でロシアの傑作を演
奏する。ショスタコーヴィチ
「ヴァイオリン協
奏曲第1番」
、チャイコフスキー
「交響曲第6番
『悲愴』
」
ほか。P席2,500円～。

蘂044-520-1511

横浜市西区みなとみらい2-3-7 2階 賚ディナーブッフェ
17時30分～22時
（L.O.21時30分）http://ybht.co.jp

川崎市麻生区万福寺1-18-1
賚10時〜18時30分 贊水曜
http://www.odakyu-fudosan.co.jp/plaza/

住まい

スクール

問い合わせ／平日10時～18時
http://tokyosymphony.jp/
（TOKYO SYMPHONYオンラインチケット）

イベント

平尾で人気のベーカリー、
ブーランジェリーメゾ
ンユキ.が10周年を迎え、6月中旬に2号店
「南
山スカイテラス店
（京王線稲城駅徒歩10分）
」
を
オープン。テラス席では、スカイツリーを眺め
ながらパンを楽しめる。
詳細はお問い合わせを。

ブーランジェリーメゾン ユキ. 新百合ヶ丘店

蘂042-350-0055

稲城市平尾2-16-4
賚7時〜19時 贊日曜 猾あり
http://www.boulangeriemaison-yuki.co.jp/

グルメ

入居宅見学会を6/18㈯開催

大学訪問授業まとめた本刊行

ピアノ指導のための講座開催

質良くおいしい肉を低価格で

「大学訪問授業」
19回分の内容をまとめた本
『高校生と考える世界とつながる生き方』を刊
行。若者が迷い悩む時に支えとなる1冊として
注目される。中学校説明会は、6/18㈯、
7/16
㈯、
10/8㈯各13時30分〜15時に実施。

6/30㈭10時30分 〜 12時30分、
「新版オル
ガン・ピアノの本 ステップアップ講座」を開
催。講師は
『新版オルガン・ピアノの本』
著者で、
指揮者・元上野学園大学教授の髙橋正夫氏。受
講料2,000円
（会員1,000円）
。

自家製だれで味わう遊輪カルビ
（690円+税）
など、
良質な肉を七輪で焼くこだわりの店だが、
価格はリーズナブル。氷点下のビール
「エクス
トラコールド」が飲めるのも魅力で、肉との相
性抜群。座敷とテーブルがあり、
利用しやすい。

Ⓒ2016「夏美のホタル」製作委員会

より新鮮な地魚や地野菜を求め、都内の割烹を
閉めてまで、小田原にやってきた店主。常に旬
の魚を提供し続ける同店では、すでにハモがお
目見え。ハモしゃぶコースは7,800円から。ス
ッポン料理などのリクエストはご相談を。

川崎フロンターレ後援会では会員が新規入会の
方を紹介すると特典がもらえるフェアを実施中！
5名以上新規紹介すると後援会サンクスデーで
好きな選手の列に最初に並べる権利や新クラブ
ハウス見学ツアーなどの特典も！詳細はHPへ。

大型温水プール、マシンジム、レストランがそ
ろう健康増進複合施設には、運動教室や油絵教
室などの講座が50種類以上も。夏に向け楽し
く運動を始めてみては？高校生以下は7/16㈯
までの毎週土曜日、プール利用が無料となる。

森沢明夫の同名小説を原作にした、
『夏美のホ
タル』
。主演・有村架純と監督・廣木隆一が
「スト
ロボ・エッジ」
以来のタッグを組む。写真家志望
の女性が、父との思い出の森で知り合った親子
や老人との交流を通し、成長していく。

新百合ヶ丘の展示場を出発し、2世帯住宅や3
階建て住宅などをバスで回る。入居中の家主か
ら直接、設計や建築段階での話や現在の住み心
地などを聞くことができると好評だ。参加費無
料。完全予約制なので早めにお問い合わせを。

味乃魚隆

川崎フロンターレ後援会

ヨネッティー王禅寺

イオンシネマ新百合ヶ丘

積水ハウス 新百合ヶ丘展示場

桐光学園中学校・高等学校

京浜楽器 ミュージックシティ百合ヶ丘

七輪炭火焼肉・ホルモン

蘂044-987-0519

蘂044-966-5121

蘂044-987-4429

神奈川県小田原市栄町1-10-4 香蘭ビル101
賚11時 ～ 14時/17時 ～ 22時（L.O.21時30分 ）、
日・祝は～21時（L.O.20時30分）贊不定休

川崎市中原区新丸子町745 賚平日9時～17時
贊土、日、祝日およびホームゲーム等の翌月曜
http://www.frontale.co.jp/blue_friends/

川崎市麻生区上麻生1-19-1 イオン新百合ヶ丘ショッ
ピングセンター6F 問い合わせ／9時～21時
http://www.aeoncinema.com

川崎市麻生区万福寺4-3-1（tvkハウジングプラザ新
百合ヶ丘内）賚9時～18時、火・水10時〜18時
贊無休

川崎市麻生区栗木3-12-1
http://www.toko.ed.jp

開催場所／MOUZA yurigaoka
（ミュージックシティ
百合ヶ丘4階）
http://www.keihingakki.co.jp

川崎市麻生区片平2-25-1 サンパレス日向1F 賚平日17
時 〜 23時30分、土16時30分 〜 23時30分、日・祝16時
30分〜23時 ※L.O.はすべて閉店30分前 贊無休 猾あり

あじ の うおたか

蘂0465-24-6877

蘂044-739-6070

蘂044-951-3636

川崎市麻生区王禅寺1321 賚温水プール10時〜21時
（7・8月は9時〜）
、ジム9時〜20時 贊5・6月は第4
水曜、7月は第2水曜、8・9月は無休 Ⓟあり

蘂044-965-1122

蘂044-969-5481

新百合ヶ丘駅
南口
オーパ
エル
ミロード
コラロ マプレ

Shop Information

広々としたフロアに世界中の文具が集合！

書籍、
文具、
音楽・映像、
カフェをワン
フロアに統合した全国最大級の店。
文具エリアには世界各国の文具や雑
貨がずらりと並ぶ。珍しい色彩や
デザインもあるので、お気に入りを
探してみて。贈り物にも喜ばれる万
年筆は、色柄や書き心地もいろい
ろ。豊富な品揃えがうれしい。

コーチャンフォー 若葉台店
注目
手作りイベントなどを定期的に開催
中。雨の日でも楽しめる。

若葉台1西

若葉台1

蘂042-350-2828（文具コーナー）

稲城市若葉台2-9-2
賚9時〜23時 贊無休 猾あり
http://www.coachandfour.ne.jp

若葉台公園入口

若葉台入口

若葉台

遊輪 柿生店

ミスモ

2016年6月号

16

専門店

イトーヨーカドー新百合ヶ丘店のみの特典と
させていただきます。

対象外テナント
地鶏屋、田吾作、ニューヨークデリ、北京飯店

5/27
（金）
～5/29
（日）
いただけます。

本誌掲載の情報は2016年5月現在のものです。本誌に掲載の価格は、税抜価格の記載
（＋税）
を除き、税込価格です。
料金は変更される場合がございますので、店舗に確認の上、ご利用ください。

