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シニアにとって、これから先をどんなふうに過ごしてゆきたいかを考えるとき、
住み替えは重要なポイントになる。これまでの生活を変えないで自分らしく日々を送り、

資料請求された方全員に

介護が必要になったときにもあわてないですむ暮らしとは？百聞は一見にしかず。
どんな種類の住まいや施設があるかを知り、自分の目で確かめて、自分に合う住まいを選びたい。

名店が勢 揃い
新百合ヶ丘・たまプラーザ周辺

スイーツとパンの本
シ ニ ア の た め の 住 宅・施 設 の 主 な 種 類

見学のポイント
施設の雰囲気→明るく清潔？

住宅系

入居者の表情→いきいきしている？

・サービス付き高齢者向け住宅
・分譲型シニアマンション

スタッフの様子→余裕をもって気配りできてる？
福祉系

住み替えのタイミング

バリアフリーなどシニアが暮らしやすい設計がなされた
住宅。提携機関の医療・介護サービスが別途受けられる。

食事をはじめとする生活支援と介護サービスが受けられ
る施設。

・ケアハウス ・認知症高齢者グループホーム
・介護付有料老人ホーム
（自立型・介護型・混合型）

元気なうちに→自立型施設などに
介護が必要になって→要介護受け入れ施設などに

介護保険 ・特別養護老人ホーム ・老人保健施設
・療養型医療施設
施設

（A4変形判 96P 1,000円+税）

プレゼント！
表紙・2面掲載施設の資料をミスモ編集部からお送りします。
【資料請求方法】
ハガキ･FAX･Eメールのいずれかを利用して■住所 ■氏名 ■年齢
■職業 ■電話番号 ■Eメールアドレス
（お持ちの方のみ）を明記し
て、下記請求先までお送りください。
【宛 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「シニアライフ」係
FAX 044-959-3751
Eメール mismo@mismonet.com
【締 切】2016年11月30日
（水）
（当日消印有効）
※資料請求にお申し込みいただいた方の個人情報は、発送および個人を特定
しない統計的資料作成に利用いたします。

明日見らいふ南大沢

ケア付き高齢者住宅

健康でアクティブな、自分らしい暮らしを応援
東京都住宅供給公社が運営する「明日
見らいふ南大沢」は人生をもっと楽し
むための、ケア付き高齢者住宅。健康
で元気いっぱいの高齢者が、将来の安
心のために住み替え、アクティブに暮
らしている。季節イベントやサークル
活動が盛んで、入居者からは
「自由に
豊かな生活をおくれるのがここの魅
力」との声が多い。介護サービスや南
大沢駅行き無料バスなどの生活利便サ
ー ビ ス も充 実。今 年20周年 を 迎 え、
居室のフルリニューアルを順次実施中。

明日見らいふ南大沢
八王子市南大沢3-16-1
（南大沢駅から無料シャト
ルバス5分）
http://www.to-kousya.
or.jp/asumi/

1 開放的で心地よい共用施設
窓が大きく、明るいトレーニングルームやプールは、ここの魅力の一つ。
熱心に体を動かす人が多く、健康増進向けプログラムも行っている。

2 毎日を楽しくするサークル活動
コンサートができる大ホールやテニスコートなど充実の施設で、陶芸
やカラオケ、テニス、書道など18のサークルが活動中。

3 館内に診療所、敷地内に介護棟併設
2階に聖隷クリニック南大沢を併設。介護が必要な場合、同敷地内の介
護棟へ転居できるので、
「終の棲家」
として安心して過ごすことができる。

TOPIC
昼食付き個別見学会
（無料）

蘂0120-874-555
（明日見らいふ南大沢募集
センター 賚月〜金9時〜
18時 贊土・日曜、祝日）

point

月〜金 随時開催 1日1組限定

体験入居 大人1人4,320円
沢

大

南
ガレリアユギ

京王模原線
相

柏木小学校北

大平公園南

施設をすべて利用できる体験入居実施
中。食事代(夕食・朝食)別途。
▶お申し込みはお電話
（0120-874-555）
で

天井が高く、広々としたトレーニングルーム。奥には20mプールも
（上）
。本格的なホールで
映画鑑賞も行う
（下左）
。陶芸サークルの様子。室内の窯で焼くことができる
（下右）
。

●類型:介護付有料老人ホーム(東京都指定介護保険特定施設(一般型)) ●所在地：八王子市南大沢三丁目16-1 ●交通：京王相模原線
「南大沢」
駅下車徒歩20分、または、バスで約5分
「南大沢団地」
下車徒歩2分(約100m) ●敷地面積:25,327.6㎡
●延べ床面積:31,764.17㎡ ●構造・規模:一般棟 鉄骨・鉄筋コンクリート造地上10階建 介護棟 鉄筋コンクリート造2階建 ●総室数370室
（全室個室）
・定員482名 ●居室面積：一般居室37.22㎡〜57.24㎡
（定員1〜2名）介護居室20.48㎡
（定
員1名）●共有施設：
【無料施設】
大浴室(男女各1室)、機能訓練室／一時介護室(16床・相部屋あり)、多目的ホール(第１ホール)、生涯学習室(第２ホール)、図書室／和・洋クラブ室、工芸室、レクリエーションルーム(麻雀室等)、会議室、応接室、
温水プール、トレーニングルーム、テニスコート、多目的広場(ゲートボール場)
【有料施設】
食堂、売店、喫茶コーナー、トランクルーム、ゲストルーム、駐車場、家庭菜園、理容室、美容室 ●併設医療機関：聖隷クリニック南大沢
（一般棟建物
内2階）
内科、神経科、診療内科、整形外科
（外来）
、眼科
（外来）●居住の権利形態:利用権方式 ●利用料の支払方式:前払金方式 ●入居時の要件:自立のみ ●介護保険:一般型特定施設入居者生活介護 ●介護体制：2:1以上(要介護者等2人に対し、
週37.5時間換算で看護・介護職員1人以上) ●事業主体：東京都住宅供給公社(運営業務委託先:社会福祉法人聖隷福祉事業団) ●開設:平成8年6月(介護棟:平成17年7月)※敷地・建物とも事業主体所有

小田急のサービス付き高齢者向け住宅

サービス付き
高齢者向け住宅

レオーダ新百合ヶ丘

12月開業予定！新百合ヶ丘で充実のシニアライフ
小田急線新百合ヶ丘駅から徒歩5分、
生活利便性に優れた緑豊かな街並みに
「レオーダ新百合ヶ丘」
が誕生する。地
域に根ざした介護サービスに定評のあ
るニチイ学館のスタッフが24時間常
駐し、
「安否確認」や
「生活相談」
のサー
ビスを提供。併設の介護事業所や地域
の訪問診療とも連携し、入居者をサポ
ートしていく。栄養バランスのとれた
手作りの食事をはじめ、数々のサービ
スを用意して、「安心・便利・快適」
な
暮らしを実現する。

蘂0120-72-3510
世田谷通り

JA

至

宿
新

ファミリーマート

丘

ヶ
合 オーパ

百

新

イオン

1 施設ではなく「住まい」の提供
全室25㎡以上の個室。キッチンや浴室など、生活に必要な設備が用
意されているので、
「住まい」
として、自由な生活を送ることができる。

2 手作りの食事を毎日おいしく
食事は、すべて栄養士監修で調理スタッフによる手作り。旬の食材を
取り入れた栄養バランスのよい食事が、毎日の楽しみと健康を届ける。

3 親睦が深まる楽しいイベント
健康体操やカラオケ大会など多彩なイベントが定期的に催され、楽し
いひとときをともに過ごすなかで、入居者同士の親睦が深まっていく。

TOPIC

完成披露内覧会

（小田急不動産レオーダ受付係
受付／10時〜17時 水曜定休）
レオーダ新百合ヶ丘
川崎市麻生区万福寺1-15-10
http//www.odakyu-reoda.jp
※内覧会のご予約や詳細のお
問い合わせは上記フリーダイ
ヤルまで

point

エルミロード

10/15㈯・19㈬・23㈰の各日
10時〜、14時〜の2回
（事前
予約制）
。12月のオープンに
先立ち、建物の内覧会を開催。
来場者には素敵なプレゼント
を用意。
外観完成予想図
（計画段階の図面を基に描き
起こしたもので、実際とは多少異なります）

明るくゆったりした居室はバリアフリー構造で、緊急コールボタンなども設置され、シニア
にはうれしい
（上）
。毎日の食事は明るい食堂で
（下左・下右）
。※上写真はすべてイメージ
●類型/サービス付き高齢者向け住宅 ●所在地/神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目15番10号
（住居表示）●交通/小田急線
「新百
合ヶ丘」
駅徒歩5分 ●総戸数/38戸 ●募集戸数/20戸 ●規模・構造/鉄筋コンクリート造地上6階建 ●専有面積/25.03㎡〜54.22㎡
●間取り/1R・1LDK ●賃料/118,000円〜233,000円
（非課税）●共益費/20,000・30,000円
（非課税）●基本サービス料/45,000円
（単身入居）
・67,500円
（二人入居）
（税別）●駐車場・駐輪場/なし
（業務用のみ）●建物完成時期/2016年9月末予定 ●開業時期/2016
年12月予定 ●住宅総合保険/要加入
（10,000円/年）
●貸主/小田急電鉄㈱ ●貸主代理/小田急不動産㈱ 国土交通大臣
（13）
第1168
号〒151-0061渋谷区初台1-47-1小田急西新宿ビル TEL03-3370-1110
（代表）
、
（一社）
不動産協会会員、
（一社）
東京ビルヂング協会、
（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟 ●設計・施工/㈱フジタ ●敷金/賃料の3か月分 ●その他費用/退去時に要クリーニング費
（実費相当）●入居条件/60歳以上、
または要支援・要介護認定を受けている60歳以下の方※連帯保証人、
身元引受人が必要となりま
す。※入居お申し込み時に審査があります。※先着順につき申込済みの際はご容赦ください。●広告有効期限/2016年10月31日
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クラシックバレエ

ワインスクール

バレエスタジオ
えるどえる

蔵邸ワインスクール
「Coeur Riche（クールリッシュ）」

百合ヶ丘駅から徒歩1分
http://www.el-de-el.com/

鶴川駅から徒歩10分
http://carnaest.jp/

TEL.044-965-0961

6

TEL.050-3568-2020

入会金半額キャンペーン
10月中にミスモ持参で
楽しくレッスンしながら、美し
い躰と豊かな心を育みましょう。
クラシックバレエの正しい基礎
と表現力、リズム感、集中力等
を身に付けます。趣味及び健康
目的の方から専門家志望の方ま
で、進度、年齢、目的に応じて

2016年10月号

楽しく学ぶ！初心者向け
ワインスクール開講
丁寧に指導します。3歳〜成人。
見学自由。体験予約制。淵野辺
教室と併講可。教師：挾間裕子・
祥子ほか（橘バレエ学校、英ロイ
ヤルバレエ学校、京都バレエ専
門学校、牧阿佐美教師クラス等
卒業の経験豊かな教師陣）

麻生区岡上にワイン用ブドウの
栽培も手がけているワインスク
ールが開講！蔵で行われる教室
で は、 少 人 数 制 の ア ッ ト ホ ー
ムな雰囲気でワインを学べる。
10/5㈬・15㈯・25㈫ に 初 心 者
限定の
「楽しく学ぶワインの基

本」を開講する。時間は各15時
〜 17時。 受 講 料 は3,500円。
4種類のワインをテイスティン
グしながら、ワインの魅力や役
立つ知識が身につく講座だ。ワ
インに合うおつまみ付き。後期
から開講する講座はHPで。

クラシックバレエ

英会話

胡桃（くるみ）
バレエスタジオ

アラン・デービス・
イングリッシュ・スクール

TEL.044-989-5439

TEL.044-966-8697

川崎市麻生区王禅寺西7-20-2
http://kurumi-ballet.net

新百合ヶ丘駅から徒歩3分
http://alandavisenglish.com/

美しいプロポーションは
クラシックバレエから

10年後を見据えた
本格的な英語教育

32年 の 実 績 を 持 つ ス タ ジ オ。
豊かな感性と強い精神力を育て
る。プロを目指す方、趣味で楽
しみたい方、歓迎。教師：伊藤
胡桃
（コンクール審査員）
、武石
光嗣、中澤多喜
（教師陣ともに
東京バレエ団出身）
。入会随時。

今夏も、サマースクールやリー
ディング・コンテストで、アメリ
カの学校と同じ行事を開催。フ
ォニックス・クラスもあり、工
作、料理、理科実験、歌やゲー
ム等、アットホームで楽しい授
業が魅力だ。英検・国連英検・英

検Jr. を毎回実施し、英検1級二
次に満点合格した高校生も。留
学する生徒も多い。ぜひ、無料
体験レッスンを。３歳〜60代。
幼稚園、
小、中、高、帰国生、成人、
ミセス、
各クラスあり。
月〜土曜。
HP、Facebookあり。
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法政大学第二高等学校

共 学

2016年、中高同時共学化・新校舎完成

わたし色、満開。それが相模女子。

共学化により、新たな視点を加えることで、生徒一

2017年に創立100周年を迎える成城学園は、４月に中

勉強、部活、学校行事。何にでも一生懸命に取り組め

人ひとり、そして集団としてのさらなる進化を目指し

高新校舎が完成し、成城学園にふさわしい学びの場で

る環境で、相模女子大学への推薦はもちろん、国公

ている。新校舎には、電子黒板を各教室に完備し、

より質の高い教育の実践を目指す。温かい街と自然に

立や難関大学への合格実績も着実に伸びている。全

1,300席の大ホールや総合体育棟、全面人工芝グラ

囲まれながら、
生徒一人ひとりが感性と知性、
社会性を

国、関東レベルで活躍する部活も多く、学校行事も迫

ウンドなどを新設。
「付属校」
ならではの
「学び」
の環境

育み、
リーダーとして世界に羽ばたくよう
「伝統」
と
「品格」

力満点。親身になってくれる先生と、頼りがいのある

を充実させ、世界で活躍するリーダーを育てていく。

を尊びながら、
未来を見据えた教育革新を進めている。

仲間と、充実した高校3年間を過ごすことができる。

川崎市中原区木月大町6-1
アクセス：JR南武線武蔵小杉駅
から徒歩12分

検索

法政二

■文化祭（二高祭） 10/29㈯・30㈰ 9時〜15時
（終了
時間は予定） 入試ミニ説明会あり
■入試情報 書類：男子200名・女子100名
学科：2/11㈷ 男子75名・女子60名

■学校説明会
10/1㈯、11/12㈯、12/3㈯ 各14時〜
10/6㈭ 9時〜

蘂042-742-1442

世田谷区成城6-1-20
アクセス：小田急線成城学園前
駅から徒歩7分

■成城学園文化祭

11/2㈬・3㈷ 各9時30分〜

相模原市南区文京2-1-1
アクセス：小田急線相模大野駅
から徒歩10分

成城学園高校

検索

玉川学園

を可能にする3コース制を設置。
国公立を目指す
「特進
コース」
、
世界に寄与できる人材を育成する
「国際コー

ラムでは、
ワンキャンパスの特性を生かし、
玉川大学

ス」
、自分にとって最適な進学を可能にする
「文理コー

への内部進学希望者は12年生
（高校3年）
の後期から、

ス」
。いずれのコースでも
「考え、挑戦する」
経験を積

玉川大学で14単位を履修でき、
単位認定される。

み重ね、仲間と高め合いながら未来を目指す。

横浜市緑区三保町1
アクセス：JR横浜線十日市場駅
か ら 徒 歩20分 ま た は バ ス7分、
東急田園都市線青葉台駅からバ
ス15分、相鉄線三ツ境駅からバ
ス20分

（HP：約1カ月前〜）
■入試情報
2/11㈷ 一般（普通コース・PLコース・IBクラス）

検索

SUIRYO

共 学

あざぶふぞく

検索

（HP：1カ月前〜）

■文化祭（翠陵祭） 11/5㈯・6㈰ 学校説明会あり
■入試情報 1/22㈰ 特待生・推薦、2/10㈮ 一般、
2/12㈰ オープン

■学園祭（相生祭） 11/3㈷・4㈮ 各10時〜15時
入試個別相談あり

女子校

駒沢学園女子高等学校

町田市三輪町122
アクセス：小田急線柿生駅から徒歩
12分、鶴川駅からバス8分、東急田
園都市線市が尾駅からバス20分

美しい自然の中に、耐震・安全面を強化した近代的な校舎が

緑豊かな20万㎡のキャンパスに、充実した設備。時代

立つ。基礎学力や体力をつけ、将来の夢につながる豊かな

を生き抜く論理的思考と表現を学ぶ
「創造プログラム」
、

感性を養うとともに、一人ひとりに目をかけ、心をかけ、個性

人として共生の在り方を見出す
「自己をならうプログラ

を伸ばす丁寧な指導を行う。優先入学できる併設校の鶴川

ム」
、自己目標達成スキルの習得を目指す
「キャリアプロ

女子短期大学では、幼稚園教諭二種免許状と保育士資格を

グラム」
。3つの柱で
「社会の中で生きていく価値がある」

同時取得できる。

という自己肯定感を持った女性を育む。

■文化祭 10/29㈯ 9時〜14時 ※来校予約可
（予約者
には食券プレゼント）
■個別相談会 11/26㈯、
12/17㈯ 各10時〜13時 （電・HP）
■入試情報 1/22㈰ 推薦、
2/4㈯ 推薦二次、
2/10㈮ 一般

検索

鶴川高校

■学校説明会

蘂042-350-7123
稲城市坂浜238
アクセス：小田急線新百合ヶ丘駅か
らバス20分、京王線稲城駅からバス
7分、東急田園都市線あざみ野駅か
らスクールバス35分

10/8㈯、11/12㈯、12/3㈯ 各13時30分〜
■学園祭
（りんどう祭） 10/15㈯・16㈰ 各9時30分〜
■個別入試相談会 10/29㈯、
11/26㈯ 各13時30分〜
（電）
■学校見学 随時受付
■入試情報

1/23㈪ 推薦、2/10㈮・11㈷ 一般

検索

Komajo

桐光学園高等学校（男子部・女子部）

コンパスは、確かな未来を指している

女子校

グローバルな時代に求められる人間力を

■学校見学会 10/8㈯・15㈯・22㈯、11/5㈯・12㈯・
19㈯、12/3㈯・10㈯ 各10時〜13時

蘂044-988-1126

共 学

桜美林高等学校

もっと広がる、ずっと輝く。

相模原市中央区淵野辺1-17-50
アクセス：JR横浜線矢部駅から
徒歩4分

■学校説明会 10/8㈯、
11/12㈯・26㈯ 各14時〜16時、
12/3㈯ 13時〜15時
■オープンキャンパス 10/22㈯ 14時〜16時

（電）

みつけよう希望 かなえよう夢を

「Think & Challenge!」
のモットーのもと、
幅広い選択

蘂045-921-0301

■入試個別相談 12/8㈭・9㈮ 各16時〜19時
12/10㈯ 14時〜16時 （HP）

鶴川高等学校

Think & Challenge!

指定校として、充実した国際教育で国際機関へキャ

麻布大学附属高等学校

蘂042-757-2403

共 学

横浜翠陵高等学校

リア選択する人材の育成を目指す。高大連携プログ

■学校説明会
10/1㈯ 13時〜15時、10/22㈯ 10時〜12時、
11/18㈮ 19時〜20時、12/3㈯ 10時〜12時

検索

相模女子高

す い りょう

幼稚部から大学・大学院までが集まる総合学園。
SGH

町田市玉川学園6-1-1
アクセス：小田急線玉川学園前
駅から徒歩15分、東急田園都市
線青葉台駅からバス17分＋徒歩
10分

1/22㈰ 推薦、2/12㈰ 一般

検索

10年生から始まる高大連携プログラム

蘂042-739-8533

（HP） 11/26㈯、12/3㈯ 各14時〜15時30分

■高等学校体育祭

共 学

玉川学園高等部

■学校説明会 10/29㈯ 14時〜16時30分 体験授業あり

蘂03-3482-2104

■入試情報
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女子校

相模女子大学高等部

4月、新校舎完成！緑を感じる学びの場

■学校説明会 10/1㈯ 10時〜12時、10/15㈯ 14時
〜16時、11/12㈯・26㈯ 各14時〜16時 （HP）

蘂044-711-4321

共 学

成城学園高等学校

2016年10月号

別 学

別 学

桐蔭学園高等学校（男子部・女子部）

※高3のみ男女
同一校舎

世界を担う、次世代のリーダーを育成

アクティブラーニング最前線のモデル校

一人ひとりの適性と、希望に見合った進路を応援する

「キリスト教主義に基づいた国際人の育成」
を建学の

桐光学園は、高校2年から国立文系・国立理系、私

社会が求める人材を輩出すべく、新たな教育を推

方針で、
附属の麻布大学以外にも多数の進学者を輩出

精神とし、国際社会に献身・奉仕できる人間となるこ

立文系・私立理系の4コース授業を展開する男女別

進している桐蔭学園。なかでも、全学的取り組み

している。また、
進級時に特進クラスと進学クラスの入

とを目標としている。外国語教育に力を入れており、

学の進学校だ。クラブ活動も盛んな上に、カナダ修

になっているアクティブラーニング型授業は、そ

れ替えがあるため緊張感のある授業が継続する。難関

“英語の桜美林”は今なお健在。創立者の清水安三は、

学旅行、英国イートンカレッジ語学研修、米国ハー

のモデル校としてさらにステップアップ。生徒が

大学の合格者は直近3年間で2.1倍に上昇している。部

国際教育・国際ボランティアの先駆者であったが、

バード大学、カリフォルニア大学の学生を招いて実

活動と重ならずに受講できる7限セミナーが人気。

その志は今も受け継がれている。

施する
「エンパワーメントプログラム」
なども実施。

蘂045-971-1411

■学校説明会 10/8㈯ 10時〜、
11/23㈷ 10時〜、
14時〜

蘂042-797-2667

■個別相談・校舎自由見学 10/15㈯〜11/26㈯の毎週
土曜、12/10㈯ 各9時〜13時 （HP）

町田市常盤町3758
アクセス：JR横浜線淵野辺駅か
らスクールバス7分、小田急多
摩線・京王相模原線・多摩モノ
レール多摩センター駅からスク
ールバス25分

■個別進学相談会

12/3㈯・4㈰ 9時〜14時

■入試情報 書類選考入試あり
1/22㈰ 推薦、2/10㈮ 一般前期、3/7㈫ 一般後期

ほっこり愉
しむ秋の天然温泉

桜美林高等学校

互いに知識と情報を活用する能動的な学習方式が
「学ぶ力」を飛躍的に成長させている。

検索

■学校説明会 9/24㈯、10/22㈯、
11/26㈯、12/3㈯
各14時〜15時30分
■クリスマスキャロリング

12/20㈫ 16時〜17時

■入試情報
2/10㈮・12㈰ 一般（オープン・併願優遇A）※併願優遇
B
（書類選考入試）も実施。インターネット出願

蘂044-987-0519
川崎市麻生区栗木3-12-1
アクセス：小田急多摩線栗平駅
から徒歩12分（小田急多摩線黒
川駅・京王相模原線若葉台駅か
らスクールバスあり）

桐光学園

検索

■学校説明会
10/22㈯、11/19㈯ 各13時30分〜15時
■入試直前説明会
12/23㈷ 10時30分〜12時

（電）

■入試情報
1/5㈭ 帰国生、1/23㈪ 推薦、2/10㈮・12㈰ 一般

横浜市青葉区鉄町1614
アクセス：東急田園都市線青葉台
駅からバス15分、市が尾駅から
バス10分、あざみ野駅からバス
10分＋徒歩10分、小田急線柿生
駅からバス15分〜20分､ 新百合
ヶ丘駅からバス20分＋徒歩10分

桐蔭学園

検索

■入試説明会
10/15㈯ 10時30分〜 ※9時から授業見学可
■学校説明会 11/19㈯ 10時30分〜、
14時30分〜
11/26㈯ 10時30分〜 ※両日とも9時から授業見学可
■入試情報
1/11㈬ 帰国生、1/23㈪ 推薦、2/11㈷・12㈰ 一般
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ミスモ

2016年10月号

ミスモ

［グルメ］

［イベント］

至高の秋の味覚、松茸コース登場

2016年10月号

10

［グルメ］

イベント満載のハロウィンフェスタ開催！

/ G PW

10/9㈰、リニューアルオープン！

+ P H QO C V K QP

松茸土瓶蒸し
1,800円
名残鱧
1,100円
子持ち鮎
1,100円
鱧洗い
1,400円
松茸ご飯（3〜4人前）
7,000円
松茸コース
（要予約）
12,000円
お通し、前菜、土瓶蒸し、
お造り、煮物、松茸炭火焼き、
松茸天ぷら、松茸ご飯、
デザート

10/22㈯・23㈰、
29㈯・30㈰
「お菓子つかみ取り」
10/29㈯・30㈰
「ハロウィンパレード」
10/16㈰「お菓子BOXつく
り＆お菓子取りゲーム大会」
10/22㈯
「かぼちゃ帽子づくり」
10/23㈰「バルーンパフォー
マーSyanハロウィンステージ
＆ワークショップ」
ほか

秋を満喫できる
松茸コース

90周年企画
いくら・とろ
1個97円！

［ビューティー・リラックス］

悩みに合わせてトリートメントを調合

ハロウィンフェアを
楽しもう！

/G P W
旬の味覚がいっぱいの
「秋の香り膳」
（上）
。カウン
ター席、テーブル席を用意
（下右）
。

本格京懐石 美吉野
蘂045-902-0955
横浜市青葉区美しが丘4-19-18
賚11時30分〜14時30分/17時
〜21時30分 贊月曜
（祝日の場
合は火曜）猾あり
http://www.miyosino.com/

元石川小東

たまプラーザ テラス
蘂045-903-2109
横浜市青葉区美しが丘1-1-2
http://www.tamaplaza-te
rrace.com

元石川小

注目

平原橋

ハロウィンフォトスポットが登場
（左）
。当日のレシー
ト持参で無料参加できるイベント多数
（右下）
。

パレード参加者は、10/1㈯〜10㈪、
インフォメーションで抽選受付。

ザ

ラー

プ
たま

［イベント］

美しが丘公園

たまプラーザ
テラス

東急百貨店
イトー
ヨーカドー

至渋谷

四段うな重弁当は大好評につき、期
間延長。出前もあり。

名ホテルで修業した店主が四季折々に、
丹誠込めて腕
を振るう
（左）
。
香りが引き立つ松茸炭火焼き
（右下）
。

新百合ヶ丘別館の営業は9/25㈰で終了し、
10/9㈰、新百合ヶ丘本館がリニューアルオ
ープン！店内はバリアフリーで広々とし、ゆ
っくりくつろぐことができる。この時季のお
すすめは、限定メニューの
「秋の香り膳」
。松
茸土瓶蒸し、牛ステーキ、とろやさんまなど
のにぎり7個、松茸茶碗蒸しなど、全8品がお
得に楽しめる。1,000円台のリーズナブルな
メニューも豊富なので、気軽に利用したい。

駅入口
たまプラーザ

ミ スモ 特 典

10%OFF
お食事をされた方。1グループ1枚。
【2016年10月31日迄有効】

蘂044-712-7447 川崎市麻生

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館
蘂044-951-3334

10/1㈯・2㈰は3周年キャンペーン開催

川崎市麻生区万福寺1-15-10
賚平日11時30分〜15時
（L.O.
1 4 時 3 0 分 ）/ 1 7 時 〜 2 2 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

南武線
至町
田
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

［スクール・レッスン］

蘂045-902-0335
横浜市青葉区もみの木台6-8 賚11時30分〜14時30分/17時
〜21時30分 贊木曜 猾あり http://www.ariyoshi.com/

心身の鍛錬だけでなく、礼儀を学び、心強く成長できると
好評の極真カラテ。10/16㈰10時から、
無料体験教室（要
予約）を開催する。子どもから大人まで、友人や親子での参
加も歓迎。見学随時。詳細は問い合わせを。

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

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/

世田谷通り

変色したり、傷んだりした古いネガ
フィルムもCD化できる。

新

至

丘

ヶ
合 オーパ

百

新

イオン

エルミロード

百合ヶ丘

町田

至

柳

宮前平

ファミリーマート

注目

宿

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/

通

思い出の詰まったネガフィ
ルムをデジタル化してCD
に。フィルム1本が540円。
現像された写真も1枚あた
り ＋108円 で 変 換 可 能。
CD1枚にフィルム約5本分
が入る。作成したデータか
ら、フォトブックやマグカ
ップも注文できる。

JA

［スクール・レッスン］
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ネガをＣＤ化して
お部屋スッキリ収納

蘂042-723-5969（町田道場事務局）

上質な畳表を500円割引

骨格から調整する
ボディスリムメイキング

注目

蘂044-959-3570

通常7,800円＋税を7,300円＋税に。ミスモを見たと
一言を。
【2016年10月31日迄有効】

神社前
もみの木台

お祝い七五三弁当は縁起の良い祝い
鯛と千歳飴付き。出前も受付中。

蘂0120-10-7834

尻

▲ 新百合ヶ丘

ミ スモ 特 典

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

道路

この時季は、豪華な旬の食材がふんだんに入ったお祝い
七五三弁当
（4,700円＋税）
が登場。
そのほか、
ぜいたくな
食材満載の祝い鯛付きのお祝い弁当（5,700円+税）や、
2個から配達可能なお子様弁当
（2,000円＋税）
、玉手
箱弁当折箱
（2,710円＋税）
など、ハレの日におすすめ。

懐石料理 有吉

パレットプラザ 新百合ヶ丘店

川
手黒

16,200円を13,770円に。
新規の方1日1名限定。
予約時に
「ミス
モを見た」
と一言を。
【2016年11月30日迄有効】

華やかな本格懐石で七五三のお祝いを

痩身インドスリムダイエット
コース
90分 6,980円
ボディスリムメイキングコース
90分 6,980円
スキンデトックスコース
50分 4,980円
フェイススリムメイキング
コース
50分 4,980円
生コラーゲン美肌脱毛 全身
月額35,000円→初回月のみ
9,800円
※すべて初回限定

駅北

古林畳店

王禅寺
五差路

エルミロード

イオン

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10月31日迄有効】

上質な畳と迅速な対応が
評判の同店。熟練の職人
が確かな技術で作る畳は、
使い込むほどつやが出て、
美しい飴色になる。畳を
リフレッシュして、快適
な秋の夜を過ごしてみて
は？見積もり無料なので、
相談はお気軽に！

ミ スモ 特 典

美髪再生カラートリートメント15％OFF

500円OFF

創業25年の
確かな技術と品質

ヶ丘

ミ スモ 特 典

丘
ヶ
合
百 オーパ

新

百合

あざみ野蜷

橋
陸
戸
登 セブンイレブン
公園前

［ショップ］

南百合丘小南

ファミリーマート

空手を始めよう！
月︑無料体験開催

［住まい］

嶮山
あざみ野
ガーデンズ

JA

至新

田川
黒須

ふ わ ふ わ・抽 選くじは、
11時 〜17時
（荒天中止・くじはなくなり次第終了）
。

蘂045-904-4189（代表）
横浜市青葉区大場町704-11
賚店舗によって異なる
http://www.azamino-gardens.jp/

至

/GP W

登戸

注目

あざみ野

新百合ヶ丘
大黒橋西

新

駅北

［グルメ］

毎年大人気の
「秋の味覚コース」
2,625円＋税が今年も
登場！秋ならではの食材をふんだんに使った料理は食べ
応えも満点だ。また、忘新年会コース
（10名以上で1名
3,675円＋税〜。プラス1,029円＋税で飲み放題）
や持
ち帰りオードブルも好評。おせちの予約もお早めに。

あざみ野ガーデンズ

宿

世田谷通り

小田急OX
栗
平

区栗平1-4-26 イーグルＩ Ｂ1-101
賚9時〜18時
（美髪再生コース最終受
付は17時）贊月曜、
第3火曜 要予約
http://felice-hairsalon.com/

新感覚のサロンでお得な初回体験を！

味もボリュームも大満足の秋コース登場

ショッピング、グルメ、スポーツな
どの店舗がそろったあざみ野ガーデ
ンズ。
3周年を記念してお得なキャン
ペーンを実施。大人気の屋外型トラ
ンポリン、ふわふわ
（中学生以下）や
抽選くじ
（1日1回限り）に、当日2店
舗分のレシート持参で参加できる。
各店舗でもフェア開催。

※10/9㈰から営業

［ビューティー・リラックス］

［グルメ］

〜美髪再生〜美容室

フェリーチェ

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10月29日迄有効】

百合丘小学校

メガネストアー
スーパー三和

潜在能力を伸ばして才能を開花させる

8月に、新百合ヶ丘にオープンした話題のサ
ロン。極上のトリートメント技術と整体技術
を融合し、すべての女性の悩みに応えてくれ
るサロンだ。「結果出し」、「癒し」、
「永続的な
効果」をコンセプトに、経験豊富なスペシャリ
ストが施術を行う。強引な勧誘や追加料金が
ないのも魅力だ。エンダモロジー、キャビテ
ーション、ファスティング指導など多彩なメ
ニューがそろうので、気軽に相談してみては？
ミ スモ 特 典

インドorボディスリム 90分3,980円
フェイススリムメイキングは2,980円に。新規の方。
【2016年11月30日まで有効】

ヨコミネ式教育法を導入し、個性を
伸ばしてくれる環境が人気の同園。
英語や運動、ダンス、音楽などプロ
によるレッスンが好評だ。好奇心を
育てることで、子どもたちは自主的
に楽しく学ぶ。卒園までに2,000冊
以上の本を読む子も。駅近で通園も
便利！見学は随時受付中。

インドスリムのリンパドレナージュ
（左）
。ドクター
ズコスメでケアするスキンデトックス
（右下）
。

ラ

シ

ュ

シ

ュ

トータルビューティーサロン La chou chou
蘂044-955-2025
川崎市麻生区万福寺1-12-1
クロスアベニュー新百合7F
賚9時30分〜21時 贊不定休
Ⓟあり 要予約
http://la-c-c.com/

アートセンター
駅入口

世田谷通り
JA

ファミリーマート

丘

ヶ

合

百

新

田

注目

10/11㈫〜31㈪、ハロウィンフェスタを開
催。小学生以下対象で「お菓子つかみ取り」
（当
日1,000円以上のレシート持参、先着200
名）や、
「ハロウィンパレード」（要応募）
など、
楽しいイベントがいっぱい！お気に入りの仮
装でテラスをパレードしよう。また、特設の
「ハロウィンフォトスポット」も設置されるの
で、カワイイ写真を撮っちゃおう！家族や友
達と一緒にフェスタへ！詳細はHPを。

区役所南

至
町

横浜で京都の味を堪能できると評判の店。こ
の時季はいよいよ、松茸ご飯や土瓶蒸しなど、
秋の味覚満載の松茸コースが登場する。京都
の夏の風物詩の鱧や鮎も、9月いっぱいは脂
がのった
「名残鱧」、卵を抱えた
「落ち鮎」
（子
持ち鮎）として、格別の味わいを楽しめる。
このほかにもメニューは多彩で、敬老の日や
七五三などのお祝いを控え、鯛コースや四段
うな重弁当など各種お弁当も人気だ。

秋の香り膳
（10/31㈪まで）
4,860円
・フリードリンクセット
6,000円
旭鮨90周年企画
（10月末まで、店内のみ）
・いくら、とろ
各1個 97円
・ランチ限定 とろ鉄火丼
（お椀付き）
972円
※本館は10/9㈰〜。別館は〜9/25㈰。

白 髪 染 め な ど で 傷 ん だ 髪 か ら、
健康な髪を目指す
「美髪再生カラ
ートリートメント」
（カット込み
フルコースで16,200円）が大人
の女性に人気。カット、パーマ
の美髪再生コースもあり、確か
な技術が好評だ。栗平駅徒歩1分
の、落ち着いた雰囲気の店内で
リラックスを。

宿
丘 新
ヶ 至
合 オーパ 洋服の青山

川崎認定保育園 天才キッズクラブ 新百合ヶ丘駅園
注目
来年4月、登戸、あざみ野に認可保育
園開園。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

百

新

エルミロード

イオン
横浜銀行
マプレ

13
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12

Pure Life
心療内科

あさお

精神科

津田眼科

井澤クリニック

09:30〜12:30 休診
15:00〜19:00

神経科

○

○

○

○

○

休診

○

○

○

9:30〜
14:00

TSUDA Eye Clinic

初診の方はお電話で予約をお願いします

981-3636

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

内科･小児科･循環器科･胃腸科
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
内科・糖尿病 担当専門医(東京女子医科大学）
花井 豪、大武 幸子
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

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前

薑044-

岡崎医院

眞壁怜子医師の診療日はHPをご覧ください。

綟あり

薑 044-965-1171
川崎市麻生区千代ヶ丘 8-1-20

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

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/
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レジャー

ふ るさと の 銘 菓

スクール

イベント

2016年10月号

14

スクール

せ

10/19㈬、音楽発表会を開催！

鍵盤ハーモニカ活用講座開催

10/15㈯・16㈰学園祭開催

12/18㈰まで、ミスモの読者限定で優待料金
を設定。4パック1名の1Rセルフプレーフィー
が、平日6,900円、土曜12,000円、日曜・祝
日11,000円に。予約時に「ミスモを見た」と
一言を。

毎年恒例の音楽発表会を10/19㈬12時50分
から開催。今年もBunkamuraオーチャードホ
ールにて行う。各学年の演目のほか、合唱部や
吹奏楽クラブの演奏など、日ごろの練習の成果
を発揮。発表会の観覧はHPから要予約。

12/14㈬10時30分〜12時30分、
「 レッスン
＆発表会ですぐに役立つ鍵盤ハーモニカ活用
法！講座」を開催。講師は名古屋音楽大学客員
教授の松田昌氏。受講料4,000円。テキスト
は会場で販売。詳細は問い合わせを。

10/15㈯・16㈰に、第22回りんどう祭を開催。
誰もが主役になれる、
昨年よりさらにパワーアッ
プした企画も多数あり。10/16㈰には、俳優の
田中圭さんによるトークショーや、入試相談会
を開催。詳細はHP。

箱根園ゴルフ場

東京都市大学付属小学校

京浜楽器 ミュージックシティ百合ヶ丘

駒沢女子大学／駒沢女子短期大学

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根138
http://www.princehotels.co.jp/golf/hakone-en/

会場／Bunkamuraオーチャードホール
（渋谷駅から
徒歩7分） 東京都渋谷区道玄坂2-24-1
http://www.tcu-elementary.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

稲城市坂浜238
http://www.komajo.ac.jp

住まい

シネマ

イベント

イベント

第 回

か

加勢以多

読者限定、お得な絶景ゴルフを

38

い
た

熊本県熊本市

VOL .

01

胡麻入り醤油だれたっぷりでご飯がすすむ

まぐろの漬け丼
材料

蘂0460-83-6555

作り方

2人分

ご飯 …………… 大きめのご飯茶碗2杯分
まぐろ
（赤身刺身用 サク）…………160ｇ
白胡麻 …………………………… 大さじ2
大葉…………………………………… 4枚
たれ
醤油…………………………… 大さじ2
みりん ………………………… 小さじ2
胡麻油 ………………………… 小さじ2
おろしわさび
（好みで）小さじ1/2〜2/3
刻みのり …………………………… 適量

の﹁カイシャ・ダ・マル

菓 子 で︑ ポ ル ト ガ ル 語

ルメロの果実を使った

ロッパから渡来したマ

ジ ャ ム が 一 体 と な り︑

なおぼろ種と柔らかな

と し た 口 あ た り︒ 繊 細

品のある姿にさっくり

を 焼 き 付 け て あ る︒ 気

那覇大綱挽まつり
10月８日㈯〜10日㈪

デザートレストラン

サロン・ド・テ ロザージュ
0460-83-6321
http://www.hakone-hoteldeyama.jp/
写真はイメージ

応募方法
ハガキ･FAX･Eメールのいずれかを利用して ■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。

琉球王朝時代から続く沖縄

最大の伝統文化催事︒９日㈰

ネス認定を受けた大綱挽が行

56

には世界一のわら綱としてギ

ｔ︑
直径１・ ｍ の綱を１万

43

われる︒全長２００ｍ ︑重さ

は︑迫力満点︒観光客も参加

66

５０００人が引き合う光景

万

11

５０００人にも及ぶ︒ほかに

12

でき︑まつりの総 観 衆 は

10

市 民 演 芸・民 俗 伝 統 芸 能 パ

●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。

58

レード︑勇壮な旗頭行列︑花

切】

10

19

火大会など︑さまざまなイベ

【締

●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「10月号プレゼント」係
●FAX 044-959-3751 ●Eメール mismo@mismonet.com
2016年10月21日㈮（当日消印有効）

ントが開催される︒

先】

日時
月８日㈯〜 日㈪
旗頭行列・大綱挽は９日㈰ 時
〜 時
場所
旗頭行列は国際通り︑
那覇大綱
挽は国道 号線久茂地交差点
アクセス 那覇空港からゆいレールで 分
問い合わせ ０９８ ８６２ ３２７６
︵那覇大綱挽まつり実行委員会︶

【アンケート】
今月号の感想をご自由にお書きください。
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。
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。
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。

川家の家紋
﹁九曜の紋﹂

メラーダ
︵マルメロ砂糖

口中にほのかな甘酸っ

沖縄県・那覇市
〜第 36 回〜

ローストビーフサンドやオム
レツなどのライトミールセッ
ト（スープ・サラダ付き）がス
タート。食後は、スイーツとと
もに、
日本紅茶協会認定ティー
インストラクターのブレンド
する紅茶も楽しめる。

10/15㈯いろいろマルシェ

蘂042-350-7110（入試センター）

10/1㈯公開！おすすめシネマ

kirara@アートしんゆり2016

伊豆で秋のすすきイベント

今年で10回目となる冬の風物詩
「kirara@アート
しんゆり2016」
。11/12㈯〜2017年2/14
㈫のイベントを盛り上げるために、
クラウドファ
ンディングで住民の協力を募る。詳細はHPで。
https://readyfor.jp/projects/9737

稲取細野高原は、東京ドーム約26個分の広大
なススキ野原。黄金の海原「海すすき」
は一見の
価値あり！遠く相模湾や伊豆七島を一望できる
絶景ポイントも。10/5㈬〜11/11㈮開催「秋
のすすきイベント」の詳細はHPで。

kirara@アートしんゆり実行委員会 事務局

東伊豆町観光協会

Ⓒ2016
「CUTIE HONEY -TEARS-」
製作委員会

あざみ野店でいろいろマルシェvol.4を開催。
花や雑貨、ここでしか買えない木工製品などを
販売する。ライブ、キッチンカーあり、お片付
けワークショップも予約受付中。横浜・川崎・町
田を中心に庭・玄関周りのリフォームや新築も。

永井豪原作のアニメ
「キューティーハニー」を、
西内まりや主演で新たに実写映画化した
『CUTIE HONEY-TEARS-』
。近未来を舞台に、
美しいアンドロイド・如月瞳が人類存亡の危機
を救う戦いに身を投じていく姿を描く。

リ ー ド

ガーデン＆エクステリア・リフォーム

蘂045-482-6651

LEAD

横浜市青葉区荏子田3-7-1
賚10時〜18時 贊無休 猾あり
http://www.yokohama-lead.net/azamino.html

熊本県熊本市中央区白山1-6-31 営業時間/9時15分〜19時45分 定休日/無休
加勢以多 16枚入り1,620円 http://www.kobai.jp/

各地のイベントや見どころの
情報をお届けします

加 勢 以 多 と は︑ ヨ ー

漬の箱︶﹂の二句が訛っ

ぱさが広がる︒

実 は︑ 水 前 寺 成 趣 園

た も の と い わ れ る︒ 利

休の高弟とされる細川

三斎公が大変気に入り︑ ︵水前寺公園︶内にある

委 託 が 縁 で︑ 加 勢 以 多

﹁古今伝授の間﹂の管理

江 戸 時 代 に は︑ 細 川

の再現に取り組んだの

茶席に取り入れた︒

家 秘 伝 の 銘 菓 と し て︑

だという︒細川家初代・

名様

幽斎公が︑﹃古今和歌集﹄

を八条宮智仁親王に伝

4

幕 府 へ 献 上 さ れ た︒ 製

授 し た︑ 宮 家 の 学 び 舎

（ケーキセット付）

2組

造がしばらく途絶えて

いたが︑平成

だ︒ 日 本 の 文 化 を 伝 承

ライトミールセット

10

（9時〜17時）
お菓子の香梅 白山本店 ご注文・問い合わせ蘂0120-37-5081

旅ごよみ
箱根・芦ノ湖畔の名店で
ランチも開始

年に
﹁お

菓子の香梅﹂
が手作りで

したいという真伨な想

http://www.mismonet.com

復 元︒ も ち 米 で つ く っ

★過去のレシピがホームページで見られます

たおぼろ種でマルメロ

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
向けて「食」の楽しさ、大切さを伝える食育活動を行う。

れ、動脈硬化予防が期待されています。
10月10日は
「まぐろの日」
。726年10月10
日、山部赤人は聖武天皇のお供で明石地方を
旅し、まぐろ漁でにぎわうこの地を歌にしま
した。1986年、日本鰹鮪漁業協同組合がこ
の歌にちなんで、まぐろの日を制定しました。

いが菓子作りにも息づ

豆知 識
まぐろはたんぱく質をはじめ、栄養豊かな
魚です。DHA
（ドコサヘキサエン酸）は脳の
機能を高め、痴呆予防に効果があるといい、
含有量は魚の中でもトップクラス。ビタミン
B、D、Eや鉄分などのミネラル類も豊富です。
脂質にはEPA
（エイコサペンタイン酸）
が含ま

いている︒

④ボウルにたれの材料を混ぜ合わせ、白胡麻
も加える。ここにまぐろを加えてよく和え、
ラップなどで蓋をして冷蔵庫に入れ、30分
間以上味をなじませる。

ムを使用︶をはさみ︑細

③大葉の軸を切り落とし、縦半分に切って細
切りにする。水を張った器に放し、5分間
あく抜きをして、水気をよく切っておく。

羹
︵現在はカリンのジャ

②白胡麻をフライパンで軽く炒る。胡麻が熱
いうちに粗く擦る。

⑥大葉を天盛にのせる。

島田朋子

蘂044-966-5121

①まぐろを2cm角に切る。

⑤器にご飯を盛り、刻みのりをかける。その
上にまぐろの漬けをのせ、たれもかける。

【宛

蘂03-3417-0104

イオンシネマ新百合ヶ丘

蘂044-965-1122

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

（しんゆり・芸術のまちづくり内）

蘂044-959-1020
川崎市麻生区上麻生1-7-11 クラウンビル201
http://kirara-shinyuri.com/

蘂0557-95-0700
開催日時／10/5㈬〜11/11㈮ 各日10時〜16時
入山料／600円 ※雨天中止
http://www.e-izu.org/
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「しんゆり大学サロン
―パリの街づくりと印象派絵画」

「アートと食の祭典」
しんゆりマルシェ2016
今 年 で3回 目 に な る
「しんゆりマルシェ
2016」は地域飲食店のフードコートや地
元食材の販売、商店街や大型店のコラボ
企画、ワークショップの開催、大学生や地
元のパフォーマーによる出演など楽しいイ
ベントが盛りだくさん。ぜひお出かけを！

新百合ヶ丘を素敵な都市文化が花開く街
にするための催し、
「しんゆり大学サロン」
を開催。新百合ヶ丘周辺に在職・在住の大
学教授の話をもとに世界の都市文化に触
れ、参加者が語り合う。今回の講座は、現
在のパリの街並みはどのようにして創られ
たか、印象派の画家は、なぜ、街や風景
を題材にしたのかについて。ワインを楽し
みながら、街づくりを語り合おう。

9月25日㈰ 11時〜13時（要予約）

お申し込み（事前予約制）

TEL.044-953-5394

講座 60分、質疑・懇談 60分
講師：東京都市大学名誉教授
（専門 都市研究）平本一雄
会場：ホテルモリノ新百合丘 ラウンジ
「ステアーズ」
会費：2,500円
（グラスワインまたはソフトドリンク＋
オードブル）

（ホテルモリノ新百合丘）
お問い合わせ

川崎新都心街づくり財団
TEL.044-281-5036

しんゆりハロウィンの謎を解け

しんゆりハロウィンパレード

しんゆりマルシェ会場内で配布される指
令書のポイントへGO！
「スペシャル・スウ
ィーツ」
（限定300個）
があるポイントもあ
る。各ポイントで謎を解いて、キーワード
がうまくそろったら、
新百合ヶ丘エルミロ
ード、
新百合丘オーパ、
イオン新百合ヶ丘
店にある景品引換所で、先着1,000名に
「ハロウィンのお菓子」
をプレゼント！

万福寺おやしろ公園では、お菓子釣りゲ
ームや音楽演奏などのイベントを開催。
パレードは15時頃から
途中のスポットでお菓子
をもらったり、みんなで
記念撮影もできる。

10月29日㈯ 10時〜
会場：しんゆりマルシェ会場
（指令書配布）
ほか
お問い合わせ
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10月30日㈰ 13時〜16時
会場：万福寺おやしろ公園→川崎市アートセン
ター→新百合ヶ丘ハウジングギャラリー→新百
合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキ周遊

しんゆりマルシェ2016実行委員会

TEL.044-966-6200

10月22日㈯ 10時〜16時（荒天中止）
第1会場 新百合ヶ丘ハウジングギャラリー
第2会場 新百合ヶ丘駅前南口広場周辺
第3会場 マプレ専門店街

お問い合わせ

川崎新都心街づくり財団

しんゆりマルシェ2016実行委員会
TEL.044-281-5036

http://shinyurimarche.jp/

禅寺丸柿まつり開催！
川崎市麻生区原産の柿の品種
「禅寺丸
柿」
。日本最古の甘柿の品種と言われる
この柿にちなみ、柿生中央商店会主催
による柿まつりを開催。今年、20回目
を迎える。当日は禅寺丸柿保存会によ

る禅寺丸柿や柿ワイン即売会、種飛ばし
大会、皮むき大会、商店賞抽選会、模擬店
も多数。見どころは、地元の子どもたち
や踊りの団体、そして
「bless4」による
ステージパフォーマンスなど。

10月15日㈯ 10時〜15時

あかもと本舗

会場：柿生駅前南口広場

TEL.044-951-0843

お問い合わせ

本誌掲載の情報は2016年9月14日現在のものです。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。

