今年の私にごほうび時間

ミスモ

2019年12月号

クリスマスにふさわしいディナー
（左）
。
ホテ
ルパティシエ特製クリスマスケーキ
（上）
。

♣ク
 リスマスディナーコース
12/21㈯～25㈬
12,000円＋税

♣ク
 リスマス・ケーキ
12/20㈮～25㈬の販売
各種50台限定
♣苺
 のショートケーキ・
チョコレートケーキ
各4号3,000円＋税
各5号4,000円＋税
♣ブ
 ッシュドノエル
3,500円＋税
※予約はお渡し前日まで

特別な夜は、特別な場所で
注目

ホテルモリノが贈る
「クリスマスディナーコース」
は、
「フ
レンチダイニング シェゆりの」
でいただく正統派フレン
チコース。12/21㈯～25㈬は、フォアグラのテリーヌ、

クリスマスディナーは
Moët & Chandon
グラスシャンパン付き！

オマール海老とズッキーニのロサス、牛フィレ肉のグリ
ルなどの極上のおいしさが、聖なる夜を華やかに彩る。
自宅で過ごすクリスマスには、ホテル パティシエ特製
のクリスマス・ケーキでスペシャルなひと時を。

ホテルモリノ新百合丘「フレンチダイニング シェゆりの」
蘂044-953-5111 川崎市麻生区上麻生1-1-1 ホテルモリノ新百合丘7F

12/21㈯〜25㈬クリスマス期間ランチ11時～14時（L.O.）／デザートタイム14時
～15時30分
（L.O.）
／ディナー17時30分～20時30分（L.O.） 水曜 56席 なし
可（25〜58名） あり https://www.hotelmolino.co.jp/

丘

ヶ

合

百

新

宿
新
至 オーパ・
ホテルモリノ
エルミロード

イオン
スタイル
横浜銀行

家族みんなが笑顔に
冬の豪華ブッフェ
新横浜駅から徒歩2分、都市型高層ホテルの2Fにある
「ブ
ッフェダイニング ケッヘル」
は、味・香り・音が目の前で
楽しめるライブキッチンが充実。でき立ての料理を、シェ
フの華麗なパフォーマンスとともに楽しめる。12/1㈰～
1/15㈬
（除外日あり）
は、クリスマス＆ニューイヤーブッ
フェが登場。人気のランチブッフェには、冬を彩る華やか
な料理が並ぶ。

特別なランチに利用したい。※写真はイメージ

クリスマス&
ニューイヤーブッフェ
12/1㈰〜1/15㈬

※12/20㈮～25㈬、12/31㈫～1/3㈮除く
華やかなメニューをブッフェ
スタイルで。広々としたラ
イブキッチンでは、でき立
てが食べられる。

新横浜プリンスホテル
ブッフェダイニング ケッヘル

マクドナルド

新

横

浜

浜

横

横浜市港北区新横浜3-4 2F 11時30分～15時（L.O.14時30
分）/17時〜21時30分（L.O.21時） ※問い合わせ、予約は10時
〜19時 無休 256席 あり 不可 あり https://www.
princehotels.co.jp/shinyokohama/restaurant/kochel/

号

2

状

環

新

蘂045-471-1115（レストラン予約係）

横浜アリーナ

♣ LUNCH BUFFET

クリスマスにぴったりな料理からオシャレなデザートまで、充実の品ぞろえ。

大人／平日3,700円
土・日・祝4,100円
（65歳以上）
／平日3,400円
シニア
土・日・祝3,800円
（土・日・祝同料金）
小学生／2,200円
4歳～未就学児／800円
（土・日・祝同料金）

♣ランチメニュー（一例）

チキンプラッター ケッヘルスタイル、
クリスマスツリーサラダ、
ソーセージと豆の煮込み

注目

スペシャルメニューがそろったクリ
スマススペシャルブッフェも。
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今年の私にごほうび時間

2019年12月号

光輝く景色の中で
味わう豪華バイキング
12/1㈰〜31㈫、同ホテルでは、
「イルミネーションバイ
キング」
を開催
（12/24㈫のディナータイム除く）
。イベリ
コ豚のグリル、タコとブロッコリーのガーリックソテー、
パエリアなどシェフが腕を振るったメニューがバイキング
形式で楽しめる。窓の外に広がるのはライトアップされた
夜景。きらめきを眺めながら食事を楽しんで。12/24㈫
は華やかなディナーに合うクリスマスバイキングも。

メニューは変更になる場合あり
（写真はイメージ）
。

イルミネーションバイキング
ぜいたくなバイキング料理は年末にぴったり。気に入った料理を好きなだけ
味わって

♣ランチ（90分制）

ぜいたくなバイキング料理は年末にぴったり。気に入った料理を好きなだけ
味わって。

注目

多摩センターならではの幻想的な
イルミネーションも楽しみ。

多摩センターを彩る光輝く
イルミネーションを見なが
ら大切な人たちと、至福の
ひとときを。

京王プラザホテル レストラン
「樹林」
蘂042-374-5932（レストラン・宴会予約直通）

ター

セン

多摩

ヶ丘

百合

至新

 トー
イ
ヨーカドー

多摩市落合1-43 11時30分～15時30分
（L.O.15時）
/17時～21
時
（L.O.20時30分）問い合わせ・予約は9時～20時 無休 82席
あり
（平日夜のみ、
1室35名〜40名） 可
（月〜木曜平日夜のみ、
60〜80名） あり https://www.keioplaza.co.jp/tama/

パルテノン
多摩

平日／大人2,150円 小学生1,300円
土・日・祝／大人 2,650円
小学生1,500円

♣ ディナー

（平日/時間制限なし  土・日・祝/120分制）

平日／大人3,400円 小学生2,100円
土・日・祝／大人 3,900円
小学生2,200円
※ほかにも平日限定タイムサービスやファミリー
優待、お得な飲み放題プランなどもあり
※上記金額はサービス料込み。タイムサービスは
予約不可

横浜みなとみらいで
ひと足早いクリスマス
横浜ベイホテル東急2階のオールデイダイニング
「カフェ
トスカ」
では、12/1㈰～22㈰、ナイト・キッチンスタジア
ム
「クリスマスディナ―ブッフェ」
を開催。牛ロース肉のグ
リエ、七面鳥胸肉のオーブン焼きなど、クリスマスをテー
マにした豪華メニューの数々を心ゆくまで堪能できる。ひ
と足早いクリスマス気分と、ホテルメイドの本格的なおい
しさで、大切な人と格別な一夜を。

※写真はイメージ

ナイト・キッチンスタジアム
「クリスマスディナーブッフェ」
本格的な味はもちろん、香
り・音・アクションが五感を
刺激するエンターテインメ
ント・ディナーブッフェ。

蘂045-682-2255（レストラン予約 10時〜21時）
横浜市西区みなとみらい2-3-7
11時30分〜15時/17時30分
〜22時、土・日・祝11時30分〜15時30分/17時〜22時 ※土・日・
祝は2部制 無休 200席 なし 不可
あり https://ybht.co.jp/restaurant/cafe_tosca.php

至横浜

らい
とみ
みな

横浜ベイホテル東急
オールデイダイニング
「カフェ トスカ」

横浜
美術館

よこはま
コスモワールド

♣ 期間
♣ 時間

♣ 料金

12/1㈰～22㈰
17時30分～21時30分
（L.O.）
土・日・祝は
①17時～ ②19時30分～
大人 平日
5,929円
土・日・祝7,018円
小学生 3,146円
（土・日・祝 同料金）
4歳〜未就学児 1,452円
（土・日・祝 同料金）
※サービス料込み

♣メ
 ニューの一例

牛肉の赤ワイン煮込み、魚介類のオ
ーブン焼き

ぜいたくなバイキング料理は年末にぴったり。気に入った料理を好きなだけ
味わって
華やかなデザートは、シェフからの“味な贈り物”。

注目

低温調理で柔らかく焼いたロースト
ビーフを目の前でカッティング！

ミスモ
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［ショップ］

ずっとふっくら暖かい西川の羽毛ふとん
M e nu
⃝

⃝

⃝
⃝
⃝

⃝


西川の羽毛ふとん
220,000円＋税〜
ウェッジウッド®毛布
10,000円＋税〜
ミニタオル 700円＋税〜
パジャマ 6,900円＋税〜
羽毛ふとんのリフォーム
28,000円＋税〜
羽毛ふとんの丸洗い
8,800円＋税〜

カラフルな品揃えの
タオルはギフトにも！

［ビューティー・リラックス］

薬局が勧める
「カラダ能力測定」
Information
⃝ カラダ能力測定
⃝ おためしコース40分
・トレーニング
・ストレッチ
・メンテナンス

ス リ ー プ

ス

ク

エ

ア

西川寝具専門店 SLEEP SQUARE
新百合ヶ丘店

蘂044-965-3081

川崎市麻生区上麻生1-4-1 新百
合ヶ丘エルミロード4F
賚10時〜21時 贊エルミロード
休館日 猾あり
http://www.sleepsquare.jp

新

丘

ヶ

合

百

宿
新
至
オーパ

うごきのステーション（アイセイ薬局）

イオン
スタイル
横浜銀行

［スクール・レッスン］

蘂044-959-5880

注目

エルミロード

ちょっとしたカラダのお悩み・不安
など、無料で電話カウンセリングも！

川崎市麻生区万福寺１丁目１−２ シティ
モール 4F 賚9時〜20時 贊日・祝※年
末年始はお問い合わせを 猾あり

アートセンター
世田谷通り
駅入口
JA
ファミリーマート

新

区役所南

［イベント］

大人も子どもも歓迎！人気の空手を体験

「かもめ食堂」
12/27㈮・28㈯に公演！
海辺に建つ小さな食堂の女主人と娘の葛藤を、かもめ達
が寄り添いながら見守る物語
「かもめ食堂」
が、川崎市アー
トセンター アルテリオ小劇場で上演される。パワフルな
魅力満載の1時間のダンスを楽しんで。12/27㈮は19時
30分、28㈯は16時開演。全自由席4,300円。
ローソン

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
贊12/28㈯〜1/5㈰
http://kkjm.sakura.ne.jp/

至

百合ヶ丘

柳

注目
好評の無料体験会は、12/22㈰
10時〜。予約を忘れずに。

町田

通

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

百合丘小学校
メガネストアー
スーパー三和

世田谷通り

駅入口 JA
麻生区役所

新

丘

ヶ

合

百

井上恵美子ダンスカンパニー
蘂044-954-2009 川崎市麻生区上麻生4-47-1
贊日曜、祝日 http://emikoinoue-dancecompany.com/
（公演は上地図、川崎市アートセンター アルテリオ小劇場）
注目
「井上恵美子ダンスカンパニー」
（麻生
区）
が数々の賞を受賞した作品。

至新宿

心も体もともに強く健康になり、礼
儀作法も身につけられる習い事とし
て人気の空手。
「運動不足を解消し
たい」
「さわやかな汗を流したい」
と
始める大人も多い。初心者にも経験
者にも、
丁寧な指導で上達の実感が
得られると好評だ。まずは、
12/22
㈰10時開催の無料体験会へ。

丘

ヶ

合

百

田

羽 毛 診 断 士5名 が い つ で も 相 談 に
乗ってくれる。

快眠アドバイザーの資格を持つ店長の玉井さん
（左上）
。
西川の羽毛はボリュームたっぷり！快眠できそう。

町

注目

新百合ヶ丘駅から徒歩3分、
11月に
オープンした薬局隣接のサロン。専
属トレーナーが簡単なトレーニング
や運動不足解消のボディケアなど、
正しいカラダ作りを指導。約30分
で気軽に測定できる
「カラダ能力測
定」で柔軟性などもチェック。ヨガ
など講座も定期開催！

至

ダウンの素材、羽毛そのものにこだわり続け
るのは寝具専門店だからこそ。一般的な羽毛
ふとんと比べ、ダウンを人が手で丁寧に選別
しているので、10年以上使用してもふっくら
とあたたかい。中でも人気は
「日本アトピー協
会」
推薦品に指定されている
「ロイヤルスター」
。
仕立てが美しく、軽くて蒸れにくいのが特徴
だ。ほかにも寒い時期の必需品、毛布やタオ
ル、パジャマなど品揃えが豊富。

500円
2,500円
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ミスモ

2019年12月号

［スクール］

［ショップ］

年内の限定プランが得！快適な免許取得を

今ならお得！キャッシュレスで5％還元

インテリア性高い名画からキャラク
ターものまでそろうカレンダー
（上）
。
迷う程豊富な手帳がズラリ
（左）
。

開放感のある
休憩室で
リフレッシュ

感謝の気持ちを
込めて贈ろう

Information
⃝ ポイント還元制度
店内のお買い物をキャッシュレ
ス決済すると、5％のポイント
が還元される
（キャッシュレス・
消費者還元事業の対象店舗）
。
※2020年6月まで
※ドトールコーヒーショップは
2％還元

M en u

菅原神社

田

教本プレゼント
（6,000円相当）

プラン金額より6,000円差し引き。本誌持参の方。
【2019年12月26日迄有効】

蘂042-723-2480

町田市南大谷1-55
賚9時～12時/13時30分 ～18
時
（日・祝は16時まで）贊不定休
（12/27㈮〜1/4㈯休）
https://m-ds.jp

至新宿
玉川学園前

書籍、文具、音楽・映像を扱う売場に、
カフェが併設された国内最大級の大型複
合店。この時季、
注目の手帳コーナーには、
ビジネス用や1日1ページの定番タイプか
ら、ママダイアリーなど目的に合わせた
多彩なアイテムまで勢ぞろい。デザイン
豊富なカレンダーや可愛いクリスマスカ
ードも要チェック。プレゼントと一緒に
感謝の気持ちを込めたカードを贈れば、
さらに気持ちが伝わるかも。

南大谷

鶴川街道

ミ スモ 特 典

町田ドライヴィングスクール

急町

教習所が混雑する2月を前に、免許を快適に
取得しよう。50年以上の歴史を誇る同校は、
丁寧で的確な指導と充実の設備が魅力。教習
コースが見渡せるパノラマビューの休憩コー
ナーや自由に使えるPC学習室に加え、ママに
うれしい無料託児室完備、
子ども急病時のキャ
ンセル可の配慮も。小田急線町田駅から直通
の無料送迎バス、途中で乗り降り自由の鶴川・
成瀬・山崎団地コースも。詳細はHPへ。

⃝ スタンダードプラン
293,480円
⃝ レディースプラン
298,980円

326,480円
（定員10名）
⃝ プレミアムプラン
※上記すべてのプランに特典あり。
上記は年内限定プラン
※11月・12月誕生月の方、2人以上同時入校で特典あり
※高校生限定
（普通車のみ）
特別割引実施中

小田

丁寧な指導に加え、
効果が試せるPC学習機、
インター
ネットの学科テスト練習など万全のサポート体制。

スーパー三和
JR町田

［レジャー］

注目
人気キャラクターのカレンダーや手
帳なども多数用意！

コーチャンフォー 若葉台店
蘂042-350-2800

若葉台1西

若葉台公園入口

（書籍コーナー）

蘂042-350-2828

若葉台1

（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

若葉台入口

若葉台

［スクール・レッスン］

自分の "楽しい" が見つかるスタジオ

箱根の名湯と囲炉裏料理を日帰りで満喫
M e nu

Information

入浴料
⃝ 大浴場
中学生以上 1,500円
⃝ 個室露天
1時間1室 4,300円〜
※小学生未満は貸切個室露天風呂のみ

体験レッスン終了後、当日入会すると
⃝入会金5,000円→無料
⃝体験料500円→無料
さらに友達
（家族）と一緒に同時入会で
⃝初月月謝半額

箱根湯本にある、大浴場と個室露
天 風呂を備えた日帰り温浴施設。
食事だけの利用ができ、12/1㈰〜
2/29㈯までは冬の味覚を取り入れ
た季節の囲炉裏コースが楽しめる。
趣ある空間でいただく料理は評判
が高く、御膳や気軽に食べられる
メニューも取り揃えている。

バレエやHIP HOP、ヨガなど多数
のクラスがあり、幼児からシニア
まで幅広い世代の方が通うスタジ
オ。地域のイベントにも意欲的に
参加。予約制でレンタルスペース
としても利用可能。カラオケ、ダ
ンスの練習などに利用して、自分
の趣味を見つけて。
ス タ ジ オ

箱根湯寮

箱根登山鉄道

箱根登山鉄道箱根湯本駅から無料送
迎バス約3分。

神奈川県足柄下郡箱根町塔之澤4
賚10時〜21時
（受付20時）
、
土・日・祝〜
22時
（受付21時）食事処賚11時〜20
時
（L.O.）
、
土・日・祝〜21時
（L.O.）贊無休

奥湯本
入口

三枚橋
箱根湯本

注目

蘂0460-85-8411

塔ノ沢

箱根旧街道

リ ー ブ ル

Studio LIBRE
ミ スモ 特 典

「かわいいタオル」
プレゼント
体験会ご参加の方限定。
【2019年12月31日迄有効】

蘂044-701-3150

川崎市麻生区五力田2-8-3 ファースト・
ティ103号
受付時間／10時〜19時 贊無休
http://www.studio-libre.com

五月

台

至新

百合

モスバーガー
フジスーパー

片平公園

ヶ丘
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ミスモ

2019年12月号

ミスモ

2019年12月号

12

Pure Life
心療内科

あさお

精神科

井澤クリニック

9:30〜12:30 休診
15:00〜19:00

神経科

○

○
○

○
○

休診

○

○

○

9:30〜
14:00

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前
年末年始休診 12/30㈪〜1/3㈮

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

Topic

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
名誉院長 岡崎 武臣
受付は終了の30分前まで
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
年末年始休診 12/27㈮午後～1/5㈰

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

近隣自治体の総合医療体制

「ステーションピアノ」
が
小田急線新百合ヶ丘駅コンコースに登場

川崎市麻生区

川崎市多摩区

麻生休日急患診療所
tel 044-966-2133

多摩休日夜間急患診療所
tel 044-933-1120

受付時間
診療科目

9:00〜11:30
13:00〜16:00
内科・小児科

※夜間は多摩休日夜間急患診療所利用

※写真はイメージ

岡崎医院

小田急線新百合ヶ丘駅コンコースに、
駅を訪れる人が自由に弾くことがで
きる
「ステーションピアノ」を設置。
第1期は12/25㈬まで。利用時間は
10時〜17時
（土・日・祝は18時）
。
第2期は1/7㈫〜3/15㈰10時〜18時。
ピアノは、小田急マルシェ新百合ヶ
丘2階へ移動予定。主催は川崎市
（ま
ちづくり局、麻生区役所）
、小田急電
鉄、昭和音楽大学、新百合ヶ丘エリ
アマネジメントコンソーシアム。

川崎市救急医療情報センター
tel 044-739-1919

日曜・祝日の休日急患診療

インフォメーション

近隣自治体の歯科医療体制

受付時間
･日曜､ 祝日

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

横浜市青葉区
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
東京都稲城市

http://okazakiiin.com/

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。

川崎市百合ヶ丘歯科保健センター
tel 044-966-2261

横浜市青葉区の歯科診療
横浜市歯科保健医療センター
tel 045-201-7737

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

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

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

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

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。
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2019年12月号

ふ るさと の 銘 菓
回
もろこしといっても

が 型 押 し さ れ て い る。

表面には屋号の一文字

淡く趣がある。歯をた

とうもろこしではない。

て る と堅く締まってい

小豆の粉で裏の面だけ

種。
「諸々の菓子を超

を焼くので、色合いが

え て 美 味 で あ る 」と 秋

と溶けていく。小豆の

るが、口の中でさらり

小豆粉と上白糖、和三

田藩主から賞賛された

盆糖で作る落雁の一

の が 名 の 由 来 と い う。

風味とまろやかな甘み

他に表面を焼いた香

今では多くの店で作ら

ばしい諸越や、秋田の

が広がり、上品な味わ

壽山堂だ。創業は宝永

風土を表すいろいろな

れている諸越だが、元

２
（１７０５）年。初代

型と味が楽しめる小粒

いだ。

が秋田地方特産の小豆

諸越などもある。お土

祖といわれるのが杉山

粉を使って考案した。

産のほか、県外に住む

杉山壽山堂 ご注文・問い合わせ蘂 018-823-5185
秋田市川尻町字大川反233-199 営業時間/8時~17時 定休日/無休
（1/1㈷・2㈭休）
元祖 秋田諸越 12枚入り 702円

兵庫県・赤穂市

日㈯

14

赤穂義士祭

12

月

14

原料の混ぜ合わせから

12

型打ち、乾燥、下焼き

吉良邸討ち入りの 月 日、全

が、1900
（明治 ）
年に始まり、

33

国 各 地で赤 穂 義士祭が行われる

今年116回を数える赤穂市が紛

れもない元祖。大石内蔵助役の俳

おおいし ち か ら

人が続く義士行列

46

優・高 橋 英 樹 が先頭に立ち、討 ち

入り装束の

や とう え も し ち

18

が祭のクライマックス。大石主税

（ 歳）
、矢頭右衛門七
（ 歳）
に扮

本人が最も親しんできた文学」（丸

10

16

す るのは、地 元の 高 校 生 だ。
「日

50

谷才一）
を再現する忠臣蔵ライブ。

14 10

多くの露店も並ぶ。

日時
（義士行列は
月 日㈯ 時～ 時
時 分～ 時 分）
場所
赤穂城跡、お城通りなど
アクセス ＪＲ播州赤穂駅から徒歩 分
問い合わせ 07
6839
 91（43）
（赤穂市役所産業観光課）
30 14

16

秋田出身者が懐かしん

http://www.mismonet.com

を楽しむお店」でワークショップや販売を行う。

で注文することも多い

★過去のレシピがホームページで見られます

調理師、食生活アドバイザー。「食」の楽し
さ、大切さを伝える食育活動や、
「T'spoon パンと紅茶

まで、当時から製法を

島田朋子

変えず、元祖の味を伝

ラム肉は肉類の中ではカロリーが低めであ
りながら、タンパク質、ビタミン 類
（B1、
B2、Eなど）
は豊富で、体内の脂肪燃焼を促
進し体を温める効果もあるといわれていま
す。寒い冬にはうれしい食材です。
クミンは清涼感のあるスパイス。料理の味
を引き立てます。香りが強めなので使用量
は控えめから始めるのがおすすめです。

菓である。

豆知 識

という。郷土が誇る銘

⑤器にご飯を盛り、❹、サニーレタス、プチト
マトを盛りつける。

大きさは約４㎝四方。

④❸にタマネギを戻し、全体を混ぜながら仕上
げ用調味料を加え、中火で水分が流れなくな
るまで焼く。

承している。

③❷のフライパンを洗わずに残りのオリーブオ
イルとニンニクを入れて中火にかける。ニン
ニクから香りがしてきたらラム肉を入れ、表
面に香ばしい焼き色がつくように焼く。

2人分

ご飯������������� 2杯分
ラム薄切り肉
（モモ、
ロースなどやわらか
い部位）
（一口大に切る）
 ����200ｇ
� 大1/4個
（1㎝幅のくし形切り）
タマネギ
 １/2片
ニンニク
（皮と芽を除いて薄切り）
オリーブオイル�������大さじ１
（大きめにちぎる）
サラダ菜
 ���� 3枚
 ����� 3個
ミニトマト
（半分に切る）
肉の下味調味料
塩���������� 小さじ1/6
コショウ��������� 適量
酒�����������大さじ２
（包丁で粗く刻むと香り
ク
 ミンシード
 ����� 小さじ1/2
がよく出る）
仕上げ用調味料
砂糖������� 小さじ2～2.5
しょうゆ��������大さじ１
クミンシード 一つまみ～小さじ１/2
水� 大さじ1
（適宜。
肉の水分による）

第

②フライパンにオリーブオイル小さじ1
（分量内
より）
を熱し、中火でタマネギが透き通って
くるまで炒める。一度別皿に取り出す。

も ろ こ し

①ラム肉に下味調味料をよく揉みこみ10分ほ
どおく。

ラム肉の
クミン風味丼

13 12

秋田県秋田市

作り方

清涼感のあるスパイスで
エスニック風味

材料

28

元祖 秋田諸 越

VOL .

65

旅ごよみ
〜第 63 回〜

各地のイベントや
見どころの情報を
お届けします

ミスモ

グルメ

スクール・レッスン

グルメ

2019年12月号

14

イベント

広い庭園と多彩なイタリアン

ミニ学校説明会＆入試情報

名店の特製おせち、予約開始

ホテルdeフリーマーケット

広い庭園を有する一軒家レストラン。半個室や
バンケットルームもあり、落ち着いた雰囲気で
食事が楽しめる。本誌持参でコース料理を注文
す る と、1グ ル ー プ に つ き 会 計 よ り500円
OFFに。12/30㈪まで
（クリスマス期間除く）。

19学部75学科を誇る東海大学と一貫教育を展
開する同校。海外留学などの特色あるプログラ
ムも充実。
ミニ学校説明会
（予約不要）
は11/28
㈭にユニコムプラザで18時30分から、
30㈯に
本校大ホールで10時から開催。詳細はHPを。

和食の名店の特製おせちは、地元産の食材を使
い、一から手作り。だしからこだわり、素材本
来の味が楽しめる。19,800円（2人前）を数量
限定で販売。予約は12/20㈮まで。受け取りは
12/31㈫12時〜15時、マプレ2階
「だしや」
。

リサイクルでエコロジー！人気のフリーマーケ
ットをホテルモリノ新百合丘で開催。会場は7
階の宴会場
（上写真）
なので、寒さや雨天の心配
もなく、快適に楽しむことができる。12/29
㈰10時30分〜14時30分。入場無料。

Ristorante Abete はるひ野店

東海大学付属相模高等学校

一汁五菜

ホテルモリノ新百合丘

賚11時～16時
（L.O.14時30分）
/17時30分～22
時
（L.O.21時）贊月曜（祝日の場合は翌日）猾あり
https://www.giraud.co.jp/abete/

相模原市南区相南3-33-1
http://www.sagami.tokai.ed.jp/

川崎市麻生区万福寺1-16-5 第2白鳳ビル1F 賚火～
金17時30分～23時、土17時～23時、日・祝17時～
22時
（L.O.は各30分前）贊月曜
（ほか不定休あり）

川崎市麻生区上麻生1-1-1 猾あり
https://www.hotelmolino.co.jp

スクール

シネマ

グルメ

ビューティー・リラックス

リ ス ト ラ ン テ

ア ベ ー テ

蘂044-981-6237 川崎市麻生区はるひ野5-3-7

早朝坐禅会を開催

蘂042-742-1251

蘂044-955-2055

「決算！忠臣蔵」上映中！

蘂044-953-5111

生で楽しむ懐かしのサウンド

3D増毛でふわっときれいに

ヘアセット、ネイル、まつげエクステ、着付け
などで冬のトータルコーディネートが楽しめる
「エルフ」
。新登場の3D増毛は、200本から部
分的にボリュームアップでき、3カ月以上持続
可能だ。詳細はリニューアルしたHPで。

Ⓒ2019
「決算！忠臣蔵」
製作委員会

12/2㈪～7㈯の期間、早朝坐禅会
（摂心会）を
開催する。予約不要で何日でも参加できる。時
間 は 各7時40分 ～ 8時10分
（ 開 場7時30分、
途中入場不可）
。参加費は無料。座りやすい、
ゆったりした服装で来場を。駐車場あり。

東大教授・山本博文による親書「忠臣蔵の決算」
を、中村義洋がユーモアセンスのある時代劇コ
メディに仕上げた映画。討ち入りするには多額
な予算が必要なことが発覚した浪士たちの奮闘
を描く。主演は堤真一、岡村隆史。

70～80年代のソウルミュージック、R&B、デ
ィスコナンバーのヒットソングを生バンドで楽
しめる大人のためのライブハウス。リズムに揺
られながら、おいしい食事とお酒も堪能できる。
12月末まで
「ミスモを見た」
で会計10％OFF。

駒沢学園 IR・広報部

イオンシネマ新百合ヶ丘

ライブミュージックレストラン

稲城市坂浜238
https://www.komajo.ac.jp/news_gakuen/
news_gakuen_19012.html

川崎市麻生区上麻生1-19-1 イオンスタイル新百合ヶ
丘6F 問い合わせ／9時～21時
http://www.aeoncinema.com

蘂042-350-7212

蘂044-965-1122

■12/7㈯ 11時〜12時 電子かみしばい・英語絵本

「Visit London！(ロンドンを訪ねる)」
「はこがだいすき、わたしのねこ」
定員：30名 対象：小学生 参加費：無料

「オリジナル年賀状を作ろう！」

定員：8名 対象：どなたでも（子連れ可） 参加費：1,000円

■12/14㈯ 14時〜16時
大学ワークショップ

蘂044-281-5036

定員：15名 参加費：500円

グラ
ム

「エクササイズ 誰でもできるカンタン
体幹トレーニング＆ストレッチ」
定員：10名 対象：どなたでも 参加費：1,000円

■1/25㈯ 10時〜12時 プログラミングクラブしんゆり

定員：親子10組 対象：園児から 参加費：500円

しんゆり交流空間 リリオス

「菜食健美カフェ」

12・ リリ
1月
のプ オス
ロ

■1/23㈭ 10時30分〜11時30分
NPO法人I Love Mommy

■12/12㈭ 10時30分〜12時
NPO法人 I Love Mommy

「ネオンアートの体験」

■12/24㈫ 11時〜12時
野菜ソムリエCanacoさん

蘂03-3355-6477

〜 Scratchを使ってゲームやアニメを作ろう〜
定員：10名 対象：小学生 参加費：無料

参加申込みはWEBサイトにて http://www.lirios.jp

川崎市麻生区万福寺2-1-22 新百合ヶ丘ハウジングギャラリー横
新百合ヶ丘駅南口徒歩3分

新宿ケントス

新宿区新宿3-18-4 セノビル6F 賚18時～翌2時
（日・祝は23時30分まで）贊無休
（1/1㈷休）
http://www.shinjuku-kentos.co.jp

ヘアー＆メイク

エルフ

蘂044-989-4163

町田市三輪緑山1-5-5 賚9時〜18時
（12/30㈪は15時
まで）贊火曜、第1・3水曜
（12/31㈫〜1/4㈯休）猾
あり http://www.hair-elf.net
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2019年12月号

アート

グルメ

幻想的な光と音に包まれて

スクール

特別な日を彩る極上鉄板焼き

グルメ

入試問題解説会＆模擬入試

新年を旭鮨の二段重おせちで

※写真はイメージ

箱根の自然の中で彫刻作品が楽しめる同館。
1/5㈰まで髙橋匡太によるライトアップ
「箱根
ナイトミュージアム」を開催（16時45分〜18
時）
。今回は緑陰広場までエリアを拡大。ステン
ドグラスの塔が光と音に包まれる極上の時間を。

鉄板焼きステーキの老舗「みその」の新宿店。神
戸牛や黒毛和牛、ロブスターなどのぜいたく食
材を、目の前の鉄板上でシェフが巧みに焼き上
げる。その鮮烈な香り、芳醇な味わいを堪能し
て。ランチ3,300円～、ディナー12,100円～。

彫刻の森美術館

元祖 鉄板焼ステーキ

蘂0460-82-1161

みその 新宿店

蘂03-3344-6351

中高6カ年一貫のグローバルチャレンジクラス
で、世界で活躍する人材育成を目指す同校が、
12/8㈰に入試問題解説会、1/13㈷に小5・6
限定の模擬入試を開催する。ともに9時30分
〜12時。学校HPから要予約。
すいりょう

厳選素材を使い、板前が腕によりをかけた二段
重おせち
（27,000円）
。
店頭渡し日・商品到着日
（送料無料）は12/31㈫。数量限定なのでお早
めに！おせち注文の方に5,000円分、さらに
11月末までの予約で3,000円分食事券進呈。

横浜翠陵中学校

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館

蘂045-921-0301

蘂044-951-3334

神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1121
開館時間／9時〜17時
（最終入館16時30分）
入館料／大人1,600円 贊無休

新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル51F 賚11時30分
～14時30分
（L.O.13時30分）
/17時～22時
（L.O.21
時）贊無休
（12/30㈪〜2020年1/3㈮休）猾あり

横浜市緑区三保町1
http://www.suiryo.ed.jp/

川崎市麻生区万福寺1-15-10 賚平日11時30分〜15時/17
時〜22時、土11時30分〜22時、日・祝11時30分〜21時30
分
（L.O.はすべて30分前）※年末年始は要問い合わせ 贊無休

イベント

スクール

グルメ

住まい

京浜リビングコンサート開催

学校説明会・入試個別相談

港町・小田原で旬の魚介を堪能

不動産売買の相談ならここ！

12/8㈰16時～、ミュージックシティ百合ヶ
丘 4階ホールで、海外でも人気があり、曲集ア
レンジも手掛ける鷹野雅史によるエレクトーン
コンサートを開催。一般2,600円、京浜楽器
教室生1,900円
（1階カウンターで販売）。

勉強、部活、行事などで、充実した3年間を過
ごせると評判の同校が、11/30㈯、12/7㈯
14時～15時30分に学校説明会を開催（HP予
約）。入試個別相談は、12/9㈪・10㈫・11㈬
各16時～19時（HP予約）。

箱根・小田原旅行に出かけたら立ち寄りたい
1軒が、小田原駅から徒歩1分の好立地にある。
プロの目にかなった鮮魚を、ランチから気軽に
楽しめると人気だ。寿司職人が手がけるアジの
押し寿司（1,500円＋税）
がおすすめ！

地元で30年以上の信頼・実績と、
業界大手ならで
はのネットワークを生かし、
23名の営業スタッ
フが豊富な情報量でサポートしてくれる。売却
査定または購入の申し込みをされた方に
「新百
合ヶ丘＆その周辺 ごちそう大図鑑」
を進呈。

京浜楽器 ミュージックシティ百合ヶ丘

相模女子大学高等部

寿司・海鮮料理

ⒸAkitoshi Takano

蘂044-966-5121

川崎市麻生区百合丘1-19-8
賚10時〜18時 贊火曜､ 第1・3水曜
http://www.keihingakki.co.jp

蘂042-742-1442

相模原市南区文京2-1-1
http://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/

入船 小田原駅前店

蘂0465-24-3400
神 奈 川 県 小 田 原 市 栄 町2-1-29 賚11時 ～ 23時
（L.O.22時30分）贊無休
http://irifuneinc.com/

東急リバブル 新百合ヶ丘センター

蘂0120-341-109

川崎市麻生区上麻生1-5-1 りそな新百合ヶ丘ビル3F 賚10
時〜18時 贊火・水曜
（12/28㈯〜2020年1/4㈯休）猾あり
https://www.livable.co.jp/branch/shinyurigaoka

