ミスモ

心うきたつ季節、伊豆・箱根・小田原へ。
すこーし足をのばして、
ちょっとぜいたく、うんと楽しく！

第30回 河津桜まつり
2/10㈪〜3/10㈫

3

15

㈰

箱根・ 小 田 原 MA P

22

㈯〜 ／

期間：〜3/31㈫
会場：伊豆急行線伊豆稲取駅周辺
入場料：会場ごとに異なる
問い合わせ：東伊豆町観光協会
蘂0557-95-0700
http://www.e-izu.org/

32

／

〜3/31㈫

2

回 つばき観賞会

第23回 雛のつるし飾りまつり

第

期間：2/10㈪〜3/10㈫
会場：伊豆急行線河津駅すぐの河津川河畔
問い合わせ：河津町観光協会 蘂0558-32-0290
http://www.kawazuzakura.jp/info/

2020年2月号

ひとあし早い春の喜び
期間：2/22㈯〜3/15㈰
※椿園は閉園時間はなし。
「椿の館」は9時〜16時
会場：小室山公園
椿園（JR伊東駅からバス20分）
問い合わせ：伊東市振興公社
蘂0557-37-7135

伊豆
伊豆MAP

2

3

ミスモ

2020年2月号

近代絵画と仏教美術が
出合う美術館

早春の伊豆高原で
美食空間を楽しむ
伊東

ステーキハウス 金井

下田

上原美術館

ロールスロイスで
無料送迎！

遠州夢咲牛、伊豆牛、あしたか牛などのブランド牛
をシェフが目の前で焼き上げる。ぜいたくな時間を。

伊豆高原で楽しむ美食の主役は、選び抜かれ
た食材の数々。内閣総理大臣賞受賞の遠州夢
咲牛、超希少ブランド伊豆牛、富士山麓で育
てられた静岡県産あしたか牛のほか、自社農
園で栽培される野菜など地産地消のおいしさ
に巡り合える。記念日に訪れる人も多く、黒
毛 和 牛 と 魚 介 が 堪 能 で き る「 極 み コ ー ス 」
18,000円＋税が人気。伊東市内は、ロー
ルスロイスの無料送迎あり（要予約）。

ミ スモ
特典

自家製ジュースor
金井ワイン1人1杯

緑に囲まれた下田の奥座敷にたたずむ美術館
（上）
。
仏教館の展示室は、
お堂を思わせるような空間
（下左）
。

Menu
⃝ラ
 ンチ限定伊豆牛ランプステーキ御膳

3,200円＋税
 豆牛厳選コース
13,800円＋税
⃝伊
⃝金
 井スペシャルコース
25,000円＋税

DATA ⃝ ステーキハウス

金井

蘂0557-35-9105

静岡県伊東市十足614-143
賚10時～15時/17時～21時 贊火曜
http://irifuneinc.com

近代絵画と仏教美術を中心としたコレクショ
ンが楽しめる上原美術館。近代館では、印象
派やマティス、ピカソ、安井曽太郎、須田国
太郎らの絵画、仏教館では平安・鎌倉時代の
仏像など幅広く収蔵する。4/12㈰まで開催
中の企画展「上原コレクション名品選2」で
は、マルケやモネがセーヌ川を描いた絵画の
ほか、奈良・平安時代の古写経をコレクショ
ンより展示する。
注目

河津桜祭り会場から車で
20分の隠れ家的美術館。

食事をされた方。
【2020年2月29日迄有効】

部屋からも温泉からも
海一望の船旅気分
星野リゾート

邸宅気分で作品を
ゆっくり鑑賞

Information
⃝開
 館時間：9時～17時
（入館は16時30分まで）
展示替え日のみ休館
大人1,000円、学生500円、高校生以下無料
⃝ 団体10名以上10%割引
⃝ 障がい者手帳をお持ちの方は半額

DATA ⃝ 上原美術館

蘂0558-28-1228

静岡県下田市宇土金341 猾あり
伊豆急下田駅より南伊豆東海バス堂ヶ島行きで、
「相玉」
バ
ス停下車、徒歩約20分
http://www.uehara-museum.or.jp

三世代旅行でひな祭りを
楽しむ花暦の宿
伊東

界 アンジン

星野リゾート

界 伊東

伊東

「つるし飾り」
お細工作り体験も

魚介だし＋味噌の
ブイヤベース

船の甲板をイメージした最上階
「サンブエナデッキ」
で湯涼みを
（上）
。全室オーシャンビュー
（下左）
。

日本初の西洋式帆船を造船した英国人航海士・
三浦按針
（あんじん）
ゆかりの地に立つ、全室
オーシャンビューの宿。8階の大浴場からは、
青く広がる太平洋を一望することができる。
伊勢海老や金目鯛などのブイヤベースや、ご
当地食材に英国のエッセンスを加えた会席料
理も楽しみ。トラベルライブラリーでは、
「紅
茶の船旅」を用意。ロビーでは、バータイム
にリキュールとチョコレートの提供も。
注目

「紅茶の船旅」
では、按針が旅した
地の茶葉を使った紅茶を用意。

Menu
⃝秋
 冬の特別会席
「伊勢海老と金目鯛のブイヤベース」
プラン
26,000円＋税～
1泊2食付
（2名1室利用時の1名）
※特別会席は5日前までにお申し込みを

DATA ⃝ 星野リゾート

界 アンジン

蘂0570-073-011（界予約センター）
静岡県伊東市渚町5-12
JR伊東駅から徒歩15分
https://kai-ryokan.jp/anjin/

伊豆の伝統工芸
「つるし飾り」
を設えた特別和室のリ
ビング
（上）
。大浴場は古代檜が香る
（下左）
。

4本の源泉から湧き出る毎分600ℓの豊富
な温泉を、大浴場、客室、足湯、通年利用可
能な源泉プールなど、館内の随所で堪能でき
る宿。四季折々の花や草木が迎える日本庭園
を有し、伊豆に伝わる花暦を取り入れた装飾
が施されている。「三世代で過ごす伊豆のひ
な祭り」プランは、特別和室で古くから伊豆
稲取に伝わる、桃の節句のお菓子を囲んだお
茶会を楽しめる。三世代旅行におすすめだ。
注目

伊豆稲取伝統
「黄飯」
、ひな壇風
お菓子などで桃の節句を演出。

Menu
⃝「三世代で過ごす伊豆のひな祭り」

プラン
特別和室、
1泊2食、
お茶、
お菓子、
お細工体験付き
2/22㈯・24㈪・29㈯、
3/2㈪・7㈯・9㈪・14㈯・16㈪
料金／1室105,000円～
（大人2名+幼児1名利用時）
1日1組 ※1組は2～8名

DATA ⃝ 星野リゾート

界 伊東

蘂0570-073-011（界予約センター）
静岡県伊東市岡広町2-21
JR伊東駅から徒歩10分
https://kai-ryokan.jp/ito/

ミスモ

小田原

オリジナルの
梅シロップを作ろう
Information
⃝「きらきら梅シロップ」

作り
日時／2/2㈰・8㈯・14㈮・22㈯ 各
11時～14時
（随時受付、
所要時間
約20分） 場所／梅の里センター
費用／500円 定員／先着30名
（定員に達し次第受付終了）

第50回 小田原梅まつり
2／1㈯〜3／1㈰

「小田原梅まつり」で梅を鑑賞した
後は、小田原の梅を使ったワーク
ショップ
「きらきら梅シロップ」
作り
にチャレンジしよう。小田原産の冷
凍梅とカラフルな金平糖、好みの
砂糖を容器に入れればオリジナル
の梅シロップが完成。水や炭酸で
割って梅ジュースとして楽しめる。

参加費100円引き

箱根・
小田原
期間：2／1㈯〜3／1㈰
会場：曽我梅林、小田原城址公園
問い合わせ：小田原市観光協会
蘂0465-22-5002

DATA ⃝ そがやまみらいプラン
「ミスモを見た」
と一言を。
【2020年2月22日迄有効】

蘂070-4442-2564

（梅の里センター）
神奈川県小田原市曽我別所807-17
JR下曽我駅下車徒歩1分

ほか

港町・小田原で
新鮮な地魚料理に舌鼓！

雄大な富士山が見守る
癒しのステイ
箱根

ホテル花月園

寿司・海鮮料理

入船 小田原駅前店

豊かな自然に包まれた、仙石原の高台に位置
するホテル。自慢は、芦ノ湖や箱根連山、富
士山の姿も楽しめる美しい眺望。客室に設え
た大きな窓が、その感動を何割増しにもして
くれる。泉質は疲労回復、肌にやさしいとさ
れる自家源泉の単純泉。4つの無料貸切風呂
の利用も。シェフこだわりの旬の食材を使っ
た本格和洋会席の夕食をいただきながら、ほ
っと一息つけるホテルステイを満喫して。
注目

日帰り入浴
（11時～15時、
大人1,500円）
もおすすめ。

Menu
⃝1
 泊2食付
（2名1室利用時の1名）

11,000円+税～

DATA ⃝ ホテル花月園

蘂0460-84-8621

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244-2
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分
https://hotel.kagetsuen.net/

小田原

農林水産大臣賞受賞
の相州牛

晴れた日は雄大な
富士山の姿も！

大きな窓から美しい眺望を独占できる客室。
写真はス
イートルーム
（上）
。
個室風呂は24時間利用可能
（下左）
。

4

ほっこりゆったりのんびり

そがやまみらいプラン

ミ スモ
特典

2020年2月号

相州牛キャビアのせ、
生うにをぜいたくにのせた入船
吟味にぎり
（上）
と大人気の〆鯵の押し寿司
（左下）
。

早春の箱根・小田原旅行にとっておきの1軒
が、小田原駅の目の前、徒歩1分とかからな
い好立地にある。厳選した小田原鮮魚を、ラ
ンチから気軽に楽しめると人気。寿司職人や
天ぷら職人が手がける多彩なメニューは、ど
れも絶品。農林水産大臣賞受賞の「相州牛の
にぎり」
（1貫900円+税）や、
「生うにの刺身」
（4,250円＋税）、生うにをぜいたくにのせ
た「入船吟味にぎり」も、ぜひ味わって。

ミ スモ
特典

自家製ジュースまたは
コーヒー無料

お食事をされた方。
【2020年2月29日迄有効】

Menu
⃝ラ
 ンチ
 船吟味にぎり
⃝入
 サゴの唐揚げ
⃝カ
⃝刺
 身と天婦羅定食
⃝金
 目鯛煮付け定食
⃝〆
 鯵の押し寿司

2,000円＋税～
3,800円＋税
1,580円＋税
3,640円＋税
3,750円＋税
1,500円＋税

DATA ⃝ 寿司・海鮮料理 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
JR・小田急小田原駅から徒歩１分
http://irifune-group.com
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ミスモ

2020年2月号

九頭龍のご利益に
あやかった縁結び銘菓

箱根

福久や 九頭龍餅

明治から令和へと
愛され続ける箱根銘菓

箱根

まんじゅう屋 菜の花

自家製の粒あんをもっちり生地で包んだ焼きまんじゅ
う
（上）
。良質な源泉を足湯で楽しめる
（下左）
。

一番人気の
MIXソフトクリーム

人気の
「ご黒うさん。
」

Menu

九頭龍が神になるまでをイメージし、縁
結びの願いを込めた九頭龍餅。十勝産の
北海道大納言小豆、鹿児島産のヒヨクモ
チを使い、上品な甘さともちもちの食感
が格別のおいしさだ。和菓子は1個から
購入可能で、いろいろな味わいを気軽に
楽しめる。ソフトクリーム
（バニラ400
円、抹茶・MIX各450円）も人気。店先
にある源泉かけ流しの足湯
（200円）
で旅
の疲れを癒して。
注目

九頭龍様の神棚で縁結びの
ご祈願をすることができる。

⃝九
 頭龍餅

5個入 600円
 根のお月さま
⃝箱

8個入 920円
⃝ソ
 フトクリーム

400円～

DATA ⃝ 福久や 九頭龍餅

蘂0460-85-8818

神奈川県足柄下郡箱根町湯本729
賚9時～17時30分
（土・日・祝は～18時）
贊無休 箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩3分
http://www.nanohana.co.jp/

「箱根のお月さま。」
（上）。飽和蒸気で蒸し上げる
できたてが美味（下左）。

明治38（1905）年に菓子卸
「光栄堂」として
創業。現在は「菜の花」として、4代目が代々
受け継いできた技をさらに極め、厳選した素
材で和菓子を作る。見た目も印象的な
「ご黒
うさん。」は、もっちりした口あたりと風味豊
かなゴマあんが人気。沖縄の黒糖を使った薄
皮まんじゅう「箱根のお月さま。
」は、海塩入
りのこしあんがあとを引く旨さ。箱根湯本駅
温泉街すぐの店舗で、蒸し立てアツアツを。
注目

「ご黒うさん。
」
は、黒糖と竹炭を
練り込んだ漆黒色が艶やか。

Menu
⃝箱
 根のお月さま
⃝ 月のうさぎ
⃝ 小田原うさぎ
⃝ ご黒うさん 

8個入 920円
8個入 1,850円
5個入 1,200円
8個入 1,000円

DATA ⃝ まんじゅう屋 菜の花

蘂0460-85-7737

神奈川県足柄下郡箱根町湯本705
賚8時30分〜17時30分
（土・日・祝は〜18時）贊無休
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩1分
http://www.nanohana.co.jp/

川床で味わう、
極上但馬牛の牛なべ
牛なべ

右近

箱根

箱根湯本温泉郷、滝通りに沿って流れる須雲川の川辺に、川床を有した
「牛な
べ 右近」
が誕生した。ここで供されるのは、数あるブランド牛の素牛となった
但馬牛をネギと共に割り下で煮込み、自社農園の自然薯を加えた特別な牛なべ
だ。一頭買いした自慢の牛肉は、ほかにもふんだんに使われ、腕利きの職人が
さまざまな創作料理で楽しませてくれる。8～10名での貸し切り個室も。都会
の喧騒から離れ、川のせせらぎを聴きながら、しばし時間を忘れて過ごしたい。

須雲川の川面を眺める箱根唯一の川床。
冬季はこたつ
が設置され、ぬくもりの中で箱根の自然を感じられる。

Menu
⃝オ
 ープン記念御膳 牛なべ膳
3,800円
牛
 時雨煮、牛すじの玉子蒸し、牛なべ
（但馬牛
切り落とし、
鍋野菜）
、
ご飯、
香の物、
味噌汁
※ランチ限定
（11時～15時）
⃝右
 近コース
9,800円
趣向を凝らしたおもてなしスタイル。

牛なべを引き立てる
銘酒の数々

ミ スモ 特 典
注目

DATA ⃝ 牛なべ

右近

蘂0460-83-9299

神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋185-5
賚11時～21時
（L.O.20時）贊不定休
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩20分

店名は、豊臣秀吉と、小田原北条氏
の戦いの際、武将・高山右近が、蒲
生氏郷と細川忠興に牛なべをふる
まったことから名付けられた。

ミスモ
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［グルメ］

ヘルシーなレディースランチが登場！

［グルメ］

“オーシャンタワー”
で盛り上げる歓送迎会

今年は本格すし屋の
恵方巻きを！

新鮮な魚介が人気の店。歓送迎会コース
（4,200円＋税）
は、
2時間飲み放題付きで8品が楽しめる。フレッシュなオ
イスターが付いたオーシャンタワー
（海鮮盛り合わせ）
、
と
ろけるフォアグラ牛ステーキ、ふわふわ生ハムなど。料理
のみは2,800円＋税。注文は2名から。予約はお早めに！

M en u
品数が多くヘルシーな
「レディースランチ」
（上）
。冬
の味覚を堪能できる
「とらふぐすしコース」
（下左）
。

旬の味覚と江戸前すしを味わえると人気の店
から、ヘルシーメニュー
「レディースランチ」
が登場。海鮮サラダ、サーモンやローストビ
ーフのロールすし、まぐろ、白身、甘えび、
あじのにぎり、野菜とえびの天ぷらにコーヒ
ー、デザート付き。
「とらふぐすしコース」
は、
とらふぐの皮ポン酢、刺身、唐揚げに、とろ、
いくらと、にぎり９個が付く。2月末まで。恵
方巻きは1/31㈮までに予約を。
ミ スモ 特 典

アイスクリームサービス

本誌持参で食事をされた方。他割引、特別価格メニューと
の併用不可。
【2020年2月29日迄有効】

⃝ レディースランチ
⃝ とらふぐすしコース

・フリードリンクセット
（120分）
⃝ 恵方巻き ※1/31㈮までに要予約
⃝ さざんか

宿
丘 新
ヶ 至
合 オーパ
百

2,640円
5,500円
7,000円
800円
2,860円

新
エルミロード
イオン
洋服の青山
スタイル
横浜銀行
マプレ
オ ー シ ャ ン ク ラ ブ

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館
蘂044-951-3334

川崎市麻生区万福寺1-15-10 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11時30分〜22時（L.O.21時30
分）、日・祝11時30分〜21時30分
（L.O.21時）贊無休 猾あり

ボ ン ダ イ ズ

OCEANCLUB BONDIS
世田谷通り

JA

宿

新

至

蘂044-819-8397 川崎市麻生区上麻生１-3-2 2F
賚11時～23時30分
（ランチ/L.O.15時、
ディナー/料理L.O.22
時30分 ドリンクL.O.23時）贊無休

ファミリーマート

丘
ヶ
合
百 オーパ

新

エルミロード

イオンスタイル

［スクール・レッスン］

ミ スモ 特 典

スパークリングワイン1人1杯サービス

「ミスモを見た」
と一言を。人数分可能。食事を注文の方。
【2020年2月29日迄有効】

※写真はイメージ

［ショップ］

小学校受験ならアイ･シー･イー幼児教室
合格のその先も
「伸びる子」に育てる幼児教室。
「解答の
仕方」だけではなく、実体験に基づく「考え方」を学ぶ授
業で、
「自ら学ぶ力」
を育む。桐光学園ゼミ（木曜・15時
30分～）など、学校別対策も充実。志望校合格に向け、
高い指導力を活かした丁寧なサポートを受けられる。
丘

ヶ

合

百

新

開店1周年！ 1/28㈫ご縁あんぱん販売
開店1周年を迎える同店は、栗平駅から徒歩10分、
国産
小麦と天然酵母を使用したこだわりのパンの店。1周年
記念で、特製トートバッグに各種パンを入れたセットを
販売。1/28㈫には、来店した方へ感謝を伝える
「ご縁あ
んぱん」
を1個5円で販売
（数量限定）
する。

宿
新
至
オーパ

栗平

小

田

エルミロード

イオン
スタイル

多

摩

線

ローソン
横浜銀行

アイ・シー・イー幼児教室 新百合ヶ丘教室
蘂044-955-5554

急

川崎市麻生区上麻生1-5-2 小田急新百合ヶ丘ビル3Ｆ
https://www.ice-yoji.com/

湯快爽快

ぱんやのともぱん
蘂044-299-8879

川崎市麻生区片平7-7-1 ヒルサイドコート1F 賚8時～18時
贊水曜、
第1・3・5木曜 Ⓟあり

注目

注目

授業体験＆個別相談、
随時受付中！受
験・幼児教育について何でもご相談を。

イートインも可能。コーヒーの無料
サービスもあり。

［スクール・レッスン］

カスタムレッスンで英語力がアップ！

イギリス出身の代表が開校。23年
目を迎えた同校は、
1人ひとりに合っ
たレッスンを作成。教員資格などを
持つネイティブ講師が、2歳からシ
ニアまで丁寧に指導。
英検、
TOEFL、
TOEICなどの検定から帰国子女受
験・ビジネス英会話にも対応。
ベビー
連れのママの英会話も好評だ。

ISE英会話 たまプラーザ校
体験レッスン無料

通常2,500円。レベルチェック付き。予約時に
「ミスモを見た」
と一言を。
【2020年2月29日迄有効】

蘂045-901-1611

横浜市青葉区美しが丘2-20-8 1F
賚平日11時～21時、土9時～18時、日
9時～17時 贊祝日
https://www.ise-english.com/

駅入口

至渋谷

ミ スモ 特 典

美しが丘
東小前

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

たまプラーザ

9

ミスモ

2020年2月号

［ショップ］

［グルメ］

オーガニックの古代小麦パンを味わう

ゴマとレーズンの
アインコーンパンも！

桃の節句をホテルで祝おう！

アインコーンブレッドは砂糖不使用
で小麦本来の甘みが
（上）
。アインコー
ン使用のクッキーも
（下左）
。

真多呂人形
豊雅雛10人飾り

M e nu

ミ スモ 特 典

アインコーン・カムート商品50円OFF

ケルン
蘂044-951-0533

アートセンター

川崎市麻生区万福寺1-16-4
賚9時～19時 贊日曜・祝日
（営業
の場合もあるので要確認）

会計時に
「ミスモを見た」
と一言を。
【2020年2月29日迄有効】

駅入口

世田谷通り

JA

百

新

区役所南

丘

ヶ

合

Menu
「雛御膳」
（上）
のばらちらしを、同店人気の握り寿司
に変えた
「桃華御膳」
（下左）
もおすすめ。

2/1㈯～3/31㈫は、ホテル内の日本料理・
鮨
「あしび」
で女の子の節句
「ひなまつり」
をお
祝いしよう。ランチ限定の
「雛御膳」
は、ひな
飾り
（男雛・女雛）
に見立てて盛り付けされた
愛らしい御膳。また、
「桃華御膳」
は人気の握
り寿司も食べられる御膳だ。同期間は、京都
上賀茂神社が唯一、木目込人形で正統伝承者
として認定している
「真多呂人形豊雅雛10人
飾り」
の展示も楽しめる。
注目
60歳以上
「桃華御膳」が3,600円にな
るシニア優待もあり。

至

町

田

ルチンほか各種ミネラルや食物繊維を豊
富に含む古代小麦
「アインコーン」を使用
したパンが人気の同店。アインコーンブ
レッドは、
チーズとの相性が抜群。ブルー
チーズやあぶりベーコンをのせたり、オ
リーブオイルやアマニ油をつけたりして
も、おいしくいただける。どれもおつま
みにしたい味だ。アインコーン100％
のクッキーはサクッとした味わいが好
評、砂糖不使用の商品もある。

⃝ アインコーンブレッド
・100％ブレッド450円＋税
・30％ブレッド
（ひまわりの種、
かぼちゃの種、ごま、いちじく）

450円＋税
⃝ア
（各種）
 インコーンクッキー

300円＋税
 ーガニックオリーブオイル
⃝オ
（250ml）

1,150円＋税

⃝ 雛御膳
（ランチ限定）

3,000円
お造り・海老五色あられ揚げ・ばらちらし ほか
4,100円
⃝ 桃華御膳
※60歳以上は3,600円

京王プラザホテル多摩
蘂042-374-5932

ター

セン

（レストラン・宴会予約直通）
多摩市落合1-43 賚「あしび」
11時
30分～15時（L.O.14時30分）/17
時～21時（L.O.20時30分）贊無休
猾あり https://www.keioplaza.
co.jp/tama/

多摩

ヶ丘
百合
至新
イトー
ヨーカドー
パルテノン
多摩

サンピア多摩入口

モンテッソーリ教育で自主性を育む
I n f or m a t ion
⃝ 未就園児クラス説明会
日時／1/27㈪12時30分～14時
場所／カリタス幼稚園ホール
対象／2017年4月2日 ～ 2018年
4月1日生まれ

モンテッソーリ教育を通して健や
かな育ちを援助し、一人ひとりをか
けがえのない大切な存在として愛
情深く導く。
「たんぽぽの会」
（年間
30回）
はモンテッソーリの日常生活
の練習を主軸に活動。プレ保育
「つ
ぼみ組
（仮称）
」
（週3回）
は歌や外遊
びなど幼稚園に準じた活動も実施。

カリタス幼稚園
注目
「つぼみ組
（仮称）
」は2020年度の新設ク
ラス。詳細は問い合わせを。

蘂044-922-2526

川崎市多摩区中野島4-6-1
小田急線・JR南武線登戸駅からバス5分、JR南武線中野島駅か
ら徒歩10分、幼・小ともスクールバスあり

2020年度2歳児親子教室、申込受付中！

受付中！親子で楽しむプレ保育

I n f or m a t ion

I n f ormat i on
⃝ プレ保育
「ひまわり組」
5月から毎週水曜9時30分～11時10分
※詳細は問い合わせ 入会金5,000円、
保育料1,000円/1回(教材費・ジュース代
等を含む) 最終締め切り2/28㈮
※定員になり次第受け付け終了

⃝2
 020年度 2歳児親子教室
「はらっぱ」
参加者募集中
・火曜、木曜
（定員：合わせて40名）
・5/7㈭よりスタート
※見学はお問い合わせを

子どもが
「自分で」
と主張し始める2
歳児。親にとって子どもの自我の
芽生えをどう受け止めたらいいか、
子育てに悩む時期でもある。幼稚
園で親同士で語り合ったり、親子で
遊んだりしながら有意義な時間を
過ごそう！ 2歳児親子教室の日程・
会費など、詳細はお問い合わせを。

和光鶴川幼稚園
注目
教育目標は
「じぶんっていいなと思える
子どもに」
。大駐車場完備。

豊かな自然環境の中で
「生きる力の
礎」を築き、
「知的好奇心」を育む同
園がプレ保育
「ひまわり組」
を新設！
「子どもたちにひまわりのようにまっ
すぐ成長してほしい」
という思いの
もと、入園前の大切な時期に遊ぶ
楽しさを味わい、豊かな心と健康
な体を育てよう。

森村学園幼稚園
蘂042-735-2291 町田市真光寺町1271-1 猾あり
小田急線鶴川駅、京王相模原線若葉台駅からバス10分
（小田急線
新百合ヶ丘駅周辺、小田急多摩線小田急多摩センター駅、東急
田園都市線たまプラーザ駅周辺・青葉台駅などからスクールバス
あり） http://www.wako.ed.jp/k2/

注目
2020年度からプレ保育
「ひまわり組」を
新設。詳細は問い合わせを。

蘂045-984-0046

横浜市緑区長津田町2695
東急田園都市線
「つくし野駅」
から徒歩5分
http://www.morimura.ac.jp/youchien/

ミスモ

2020年2月号
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ミスモ

2020年2月号

ミスモ

2020年2月号
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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

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

川崎市麻生区

川崎市多摩区

東京都稲城市

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

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

受付時間

受付時間
･日曜､ 祝日   9:00〜11:30
13:00〜16:00
･夜間内科 18:30〜22:30
･夜間小児科 18:30〜翌朝5:30
診療科目 内科・小児科

その他の問合せ先

9:00〜11:30
13:00〜16:00
診療科目 内科・小児科
※夜間は多摩休日夜間急患診
療所利用

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

東京都町田市
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/

その他の問合せ先
川崎市救急医療情報センター tel 044-739-1919

その他の問合せ先
町田市休日・準夜急患こどもクリニック tel 042-710-0927

横浜市青葉区
青葉区休日急患診療所
tel 045-973-2707

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」

診療時間
診療科目

9:00 〜 12:00
13:00 〜 16:00
内科、小児科

準夜診療 19:00 〜 22:00
休日診療（日・祝、
年末年始） 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。

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

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/

近隣自治体の歯科医療体制
川崎市 歯科医師会の歯科診療
川崎市百合ヶ丘歯科保健センター
tel 044-966-2261
受付時間 9:00〜11:30/13:00〜16:00

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＞
診療時間 19:00〜23:00

町田市 歯科医師会の歯科診療
健康福祉会館
tel 042-725-5414
診療時間

9:00〜17:00

休日急患診療インフォメーション

近隣自治体の総合医療体制

岡崎医院
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ふ るさと の 銘 菓
第
回

越乃雪
新潟県長岡市

VOL .

67

30

この献立で受験に勝つ！

ソースかつ丼
材料

作り方

3～４人分

糖は水分を多く含む

年変わらない。和三盆

こ

かん

長岡産のもち米の寒

ざらし

晒粉と徳島の和三盆糖

和菓子によく使われる

晒粉はもち米を一度炊

と 呼 ば れ る 状 態。
〝生 〟

いてから天日干しする

を 合 わ せ た 押 し 物 で、

（１７７８）年、初代大

独自の方法をとる。気

金沢の
「長生殿」
、松江

和屋が病気の長岡藩九

温や湿度によって和三

風味が強いという。寒

代藩主・牧野忠精にお

盆糖の寝かせ具合や押

のものに比べ
〝か わ き 〟

菓子を作って献上した

し固める力加減が難し

の
「山川」と並ぶ日本三

ところ、ほどなく快復。

く、絶妙な職人の感覚

大銘菓の一つ。安永７

喜んだ忠精から
「越乃

ただきよ

雪 」の 銘 を 与 え ら れ た

幕末の志士、高杉晋

が頼りだ。

ひ と 粒 は ２ ㎝ ほ ど。

という。

大和屋 ご注文・問い合わせ蘂 0258-35-3533

新潟県長岡市柳原町3-3 営業時間／９時～17時 定休日／日曜
（水曜不定休）
越乃雪 16個入り 1,296円

ぎ
ちょう

福井県・勝山市

さ

23

日㈰

花よのネンネ

ちち くび

乳首はなせ

日㈯・

22

乳

勝山左義長まつり

２月

〽蝶よ花よ

まと

まだ乳のむか

ながじゅばん

首はなせ…軽快な囃子唄に合わせ

太鼓を叩く。福井県勝山市、舞台

長襦袢を纏った男女が踊りながら

やぐら

の櫓の上。小学生、
中高校生、
若

は雪を抱く山々に囲まれた盆地の

い娘に働き盛りの男衆、どの顔も

笑っている。椎 名 誠 がその
「浮き

ぶ れいこう

っぷり」
に惚れ込んだ勝山左義長。

23

江戸時代に始まった無礼講の祭り

22

は、みんなが待ちわびる年に一度

13

が夜空を焦がして宴は終わる。

２月 日㈯ 時～ 時、 日㈰９時
～ 時
勝山
（本町通り周辺など）
、
 市市街地
弁天緑地公園

駅下車徒歩５分
（無料シャトルバスあり）

ＪＲ
 福井駅からえちぜん鉄道利用、勝山

22

の奇祭となった。ドンド焼きの炎

日時

場所

アクセス

（88）
8117
問い合わせ 0779
（勝山左義長まつり実行委員会）

22

12

越乃雪本舗

作が亡くなる少し前

http://www.mismonet.com

を楽しむお店」でワークショップや販売を行う。

に、越乃雪を松の盆栽

★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

そっとつまんで口に入

島田朋子

れ る と 瞬 く 間 に 溶 け、

むね肉、ささみなどのかつに替えるとバリエ
ーションが広がります。

に振りかけて雪見に見

豆知 識
かけだれの味を濃い目に仕上げると、とんか
つ・キャベツ・ご飯と一緒に食べる時にバラン
スよい味つけになります。一口ヒレカツや鶏

立 て た と い う 逸 話 も。

⑥ミニトマトを添える。

れてきた銘菓である。

⑤器にご飯を盛り、キャベツの千切りをたっ
ぷりのせてとんかつを一口大に切ってかけ
だれの面を上にしてのせる。残りのかけだ
れは適宜かける。

雪 の よ う に は か な い。

④揚げ油を180℃に熱し、豚肉の両面がきつ
ね色になるまで揚げる。油をよく切る。と
んかつが熱いうちに片面にかけだれをたっ
ぷり塗る。

上 品 な 甘 み が 広 が り、

③❷に塩、こしょう、薄力粉、溶き卵、パン
粉の順番で衣をつける。

素材と製法は２４０

②豚ロース肉の脂と肉の境目の筋に、包丁で
縮み防止のための切れ目を入れる。

多くの偉人たちに愛さ

①鍋にかけだれの材料を合わせて中火で一煮
立ちさせて冷ます（味のバランスや濃度に
応じて水や砂糖を加える）。

深い余韻が残る。

ごはん��������� ３～４杯分
豚ロース肉
（とんかつ用）
������� 2枚
（1枚＝約200g）
塩、こしょう��������� 少々
薄力粉�����������大さじ２
卵��������������� 1個
（好みで適量）
パン粉���� 2カップ～
������� 適量
揚げ油
（サラダ油）
キャベツ
����� 80～100g
（千切り）
ミニトマト��������６個～８個
かけだれ
ウスターソース������� 60ｍl
トマトケチャップ �����大さじ１
みりん���������� 大さじ2
水������������� 適宜
砂糖������������� 適宜

旅ごよみ
〜第 65 回〜

各地のイベントや
見どころの情報を
お届けします
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スクール・レッスン

ホテルを探索、謎解き体験

美食空間で記念日の思い出を

3/6㈮SOCOLA若葉台誕生！

小学校受験コーススタート！

謎解きイベント
「声と紡ぐ謎解きの夜」を3/19
㈭まで開催。正解者には宿泊券が当たる
（2組4
名）
。宿泊プラン13,950円〜（1室2名利用時1
名1泊朝食付き）
、
「ミスモを見た」で大涌谷の
黒たまご5個入り無料引換券をプレゼント。

白亜の壁が印象的な店内で、和洋を融合した日
本料理が味わえる。季節ごとの釜炊きご飯や蒸
し物、デザートなどのコースが人気。釜炊きご飯
が付くコースは「葵」全8品7,700円＋税〜。会
食や記念日のお祝いには、2名～の個室を。

「ちょっとソコラでお買い物」。親しみやすく愛
される存在になりたいという思いを込めた、新
ブランドSOCOLAの1号店が若葉台に誕生。
スーパーマーケットやドラッグストア、生活雑
貨店、衣料品店、飲食店、クリニックなどが揃う。

生田校他で小学校受験コースを実施。生徒一人
ひとりに合わせた、きめ細かい指導が好評の同
校。幼児期は学びの土台をつくる重要な時期。
まずは、無料体験で早めのスタートを！
「ミス
モを見た」
で入会金無料
（2月末まで）
。

箱根仙石原プリンスホテル

あざみ野 割烹

蘂0460-84-6111

SEKIDO

SOCOLA若葉台

蘂045-511-7099

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246
https://www.princehotels.co.jp/hakonesengokuhara/

シネマ

横浜市青葉区新石川1-9-8 1F 賚11時30分〜13時
30分
（L.O.）
/18時〜20時
（L.O.）贊月曜、
第1・3火曜
（祝日は要確認）

ペット

注目の俳優・田中圭の最新作

東京都稲城市坂浜1325番地の1
猾あり
https://www.nomura-re.co.jp/cfiles/news/
n2020010901660.pdf

ビューティー・リラックス

チャイルド・アイズ 生田校

蘂044-932-4016

川崎市多摩区三田1-26-28 ニューウェル生田ビル
2F 賚10時〜18時 贊月・日曜 猾あり
http://www.childeyes.jp

レジャー

愛犬を「犬のための幼稚園」へ

早めのケアで潤う春肌へ

クリスマスローズ展開催

恋愛映画の旗手・今泉力哉監督と田中圭の初タッ
グ映画
「mellow/メロウ」
。滑稽さやカッコ悪さ
も含めて包み隠さず
「恋愛」
を描きだす、今泉ワ
ールド全開の恋愛群像エンターテインメント。
たくさんの実らない恋が面白おかしく描かれる。

はるひ野駅すぐの、通園型の犬のしつけ教室。
1頭ずつに担当トレーナーがつき、飼い主と相
談しながら個々に合ったプログラムを作成する
ので、無理がなく安心。犬同士が遊ぶ中で、自
然に社会性を身につけさせることができる。

一人ひとりの肌状態や肌タイプに合わせた、丁
寧な施術が魅力のフェイシャル専門サロン。乾
燥や花粉による肌トラブルが気になる季節に
は、みずみずしくキメの整った肌へ導いてくれ
る。メイクアップ付きもうれしい。

2/2㈰まで、同園ではクリスマスローズ展を開
催。特設会場には原種から新品種まで、さまざ
まなクリスマスローズを多数展示。人気の各種
八重咲、ピンク系・ブラック系などを取り揃え
た販売コーナーも併設している。

イオンシネマ新百合ヶ丘

犬の家 WanPeace

CP Salon flora 若葉台店

箱根強羅公園

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

賚10時～18時30分 贊日・月曜、
祝日 http://wan-peace.jp/

川崎市麻生区黒川80-1 セントラルビル2F
賚10時～18時 贊第2・4日曜日 要予約 Ⓟあり

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300 開園時間/9時
〜17時 ※季節により変動あり 贊無休
入園料/550円（箱根フリーパス利用で無料）

⒞2020
「mellow」
製作委員会

ワ

蘂044-965-1122

ン

ピ

ー

ス

蘂044-712-0570 川崎市麻生区はるひ野4-1-1 2F
動物取扱業の種別・登録番号：川崎市25麻保第2号
（保管）
川崎
市25麻保第1号
（訓練） 登録の年月日：2013年5月7日 有
効期間の末日：2023年5月6日 動物取扱責任者：宮岡 智子

■2/20㈭15時〜16時
ドイツ生まれのボール教室

■2/1㈯
11時〜12時
英語電子かみしばい・英語絵本読み聞かせ

2月

リリ

のプ

オ

ログ ス
ラム

バルシューレ
「東京へようこそ、ご案内しましょう！」 「はじめてのボール遊び」
「ワニさん、あとでね！」
定員：親子10組 対象：園児 参加費：500円
定員：30名 対象：小学生

■2/13㈭
10時30分〜11時30分
NPO法人I Love Mommy!

参加費：無料

■2/25㈫ 11時〜12時 野菜ソムリエCanacoさん

「菜食健美カフェ」

定員：15名 対象：どなたでも
（子連れ可） 参加費：500円

「インナービューティー

心の健康」

定員：10名 対象：どなたでも
（子連れ可） 参加費：1,000円

しんゆり交流空間 リリオス
蘂044-281-5036

■2/29㈯ 13時〜16時
（2部制） 大学ワークショップ

「手作り太鼓で音とリズムを楽しもう！
！」
定員：各回20名 対象：子供から大人まで
材料費：500円

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

蘂044-299-8188

蘂0460-82-2825
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極うま
「ロースかつ定食」

コーヒー好きさん集まれ！

日帰り温泉「木の花の湯」誕生

新百合ヶ丘駅近くの人気とんかつ店で極うまカツ
を楽しもう。
おすすめはロースかつ定食
（130g）
1,093円+税。旨味とコクたっぷりの
「麦仕立て
豚」
と特殊製法のサクサクパン粉の相性は抜群！
フリーWiFi導入でネットも使い放題！

2/2㈰１１時から、
「おうちカフェ珈琲教室」を
開催。タリーズのコーヒーアドバイザーが、ハ
い
ンドドリップでおいしいコーヒーを淹れる秘訣
や、簡単なアレンジコーヒーを紹介してくれる。
先着15名（電話予約優先）。参加費500円。

御殿場プレミアム・アウトレット内に、
ホテル＆
日帰り温泉施設がオープン！富士山ビュー露天
風呂や19室の貸切個室露天風呂、リラックス
ルーム、レストランを完備。ショッピングとと
もに新たな滞在スタイルを楽しんで。

１〜４年生は、2/22㈯・23㈰各９時〜15時、低
学年校舎にて。5～8年生は、2/29㈯、3/1㈰各
９時～15時、
中学年校舎にて。入試相談コーナー
も同時開催。
１〜4年生は９時〜15時
（予約不要）
。
5〜8年生は10時～15時
（HPから要予約）
。

かついち 新百合ヶ丘店

tvkハウジングプラザ新百合ヶ丘

木の花の湯（このはなのゆ）

玉川学園

静岡県御殿場市深沢2839-1 賚10時30分～23時
最終受付
（22時終了）贊2/19㈬・20㈭
https://www.gotemba-konohananoyu.jp/

町田市玉川学園6-1-1
https://www.tamagawa.jp/academy/

イベント

グルメ

蘂044-966-1830

川崎市麻生区万福寺1-16-7 新百合ヶ丘駅北口駐輪
場ビル 賚11時～22時 贊無休

住まい

良質な畳で快適な毎日を

蘂0120-666-658（センターハウス）
川崎市麻生区万福寺4-3-1 賚10時～18時 贊無休
（モデルハウスにより平日休みの場合あり）猾あり
http://www.housing-messe.com/shinyuri.html

レジャー

65歳以上＆同居家族をご招待

蘂0550-81-0330（自動音声ダイヤル）

千住真理子デビュー45周年

「玉川学園展」開催！

蘂042-739-8931（学園入試広報課）

鹿児島フェア開催

ⒸKiyotaka_Saito(SCOPE)

確かな技術と丁寧な仕事で、長年、愛されてい
る同店。畳の表替えで、いつもの場所が爽やか
な香りで心身ともにリラックスできる空間に。
「和室が居心地よくなった」
「家族の憩いの場に
なった」
との声も。見積り無料。まずは相談を。

2/10㈪～3/1㈰、本紙持参で65歳以上の方と
その同居家族の入園が無料になる「立春の候
シニアご招待企画」を実施。期間中は、650万球
の宝石イルミネーションがきらめき、
2/15㈯は
800発の花火と大迫力噴水ショーも楽しめる。

ヴァイオリニスト・千住真理子が、デビュー45
周年記念として、イザイの無伴奏ヴァイオリン・
ソナタを全曲演奏する。ストラディヴァリウス
の名器「デュランティ」の麗しくも凛とした音は
必聴だ。3/7㈯14時開演。全席指定5,000円。

1/16㈭～3/15㈰、
「ブッフェダイニング ケッ
ヘル」
で、
鹿児島フェアを開催。炭火のバーナー
で炙った黒牛や姫海老のかき揚げ、さつま揚げ
など鹿児島の郷土料理が並ぶ。ランチブッフェ
3,700円〜、ディナーブッフェ5,500円〜。

古林畳店

よみうりランド

フィリアホール（横浜市青葉区民文化センター）

新横浜プリンスホテル

川崎市麻生区王禅寺西3-7-15
賚7時〜17時

稲城市矢野口4015-1
賚贊HPまたは問い合わせ 猾あり
http://www.yomiuriland.com

横 浜 市 青 葉 区 青 葉 台2-1-1 青 葉 台 東 急 ス ク エ ア
South-1本館5階 受付時間／11時～18時
贊第3水曜 http://www.philiahall.com

蘂0120-10-7834

蘂044-966-1111

蘂045-982-9999（チケットセンター）

蘂045-471-1115

（レストラン予約係10時〜19時）
横浜市港北区新横浜3-4

ミスモ

2020年2月号

本誌掲載の情報は2020年1月現在のものです。
料金は消費税法の改正などにより、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。

16

