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新しいメニューでさらにおいしく！

ランチはラーメン
のみ提供

M EN U

店内には広々としたテーブルのソファ席も。貸切プ
ランは問い合わせを。

和食、中華、シンガポール料理などを経験し、
コンテストでの優勝経験もある深谷シェフが
いる店
「ふか屋」
。さまざまな多国籍料理がカ
ジュアルに楽しめると人気だ。メニューも一
新されさらにパワーアップ！オススメは10品
以上が付く1名3,000円のコース料理。初め
て行く人はまずはコース料理の注文を。ラン
チ限定で、昔ながらのあっさりスープが特長
のラーメン
（塩、醤油）
も楽しめる。
ミ スモ 特 典

ドリンク全品50％OFF

「ミスモを見た」
と一言を。コース予約をした方限定。当日予
約不可。夜のみ。
【2020年12月31日迄有効】

フレンチ

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

コース料理
ラーメン各種
（ランチ）

極旨よだれ鶏
クラフトビール各種
ワイン
（赤・白）


3,000円
850円
1,200円
600円
750円

ふか屋
蘂044-543-9896

川崎市麻生区上麻生16-3 マプレ2F 賚11時30分～
14時、
17時～23時
（L.O.22時）
贊無休
（12/30㈬〜1/7㈭休）
https://www.fukaya.info

丘

ヶ

合

百

新

宿
新
至
エルミロード

イオン
スタイル
横浜銀行
マプレ

バイキング

家族や友人との集いはオードブルで！

ホテルのクリスマスバイキングを楽しむ
TION
INFOR M A
開催日：12/24㈭・25㈮
⃝ 大人
6,000円
3,000円
⃝ 小学生
 1,000円
⃝ 幼児
（4歳以上）

新百合ヶ丘で愛され続ける南仏リゾ
ートを思わせるようなフレンチレス
トラン。本格フレンチを家庭でくつ
ろぎながら楽しみたいなら、華やか
なオードブ ル
（4〜5名15,000円）
がおすすめ。要予約。クリスマスや
年末年始のホームパーティーなど、
人が集まるこの季節にぜひ。

アサオガーデン

田

イオン
スタイル

町

ローストビーフやフォアグラ、あわ
びなど豪華な料理が楽しめる。

蘂044-966-3600

川崎市麻生区上麻生3-13-1 ベル
クレエ新百合ヶ丘2F 賚11時30分～15
時/17時30分～21時 贊月曜（12/31㈭、
1/5㈫〜7㈭休）猾あり

一番人気の
ローストビーフ

丘

ヶ

合

百

新

至

注目

区役所南

〈90分・2部制〉
 17時～18時30分
1部 ①
②17時30分～19時
2部 ③
 18時45分～20時15分
④19時15分～20時45分

麻生スポーツ
麻生スポーツ センター入口
センター

今年のクリスマスは、コロナ感染防止対策に
取り組むホテルのバイキングを楽しもう。京
王プラザホテル多摩内にあるレストラン「樹
林」では、12/24㈭・25㈮、「ホテル de ク
リスマス」を開催。カニやにぎり寿司、ロー
ストビーフなど豪華なメニューが登場。また、
ハローキティ ルーム宿泊券やレストランのお
食事券などプレゼントが当たるクリスマスだ
けの特別抽選会も開催。
ミ スモ 特 典

オリジナルバームクーヘン3個

本誌持参で食事をされた方。1グループに3個。他特典との
併用不可。
【2020年12月24・25日のみ有効】

豪華なメニューがそろったバイキングでホテルの味
を存分に味わって。予約は早めがおすすめ。

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）
多摩市落合1-43 賚11時30分〜
15時30分
（L.O.15時 ）/17時 ～
20時30
（L.O.20時）
※ディナーの
営業は土・日・祝のみ 問い合わせ・
予約は9時～18時 贊月曜 猾あり

ター

セン

多摩

ヶ丘

百合

至新

 トー
イ
ヨーカドー
パルテノン
多摩
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ミスモ
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パン

アインコーン・カムート
使用のシュトーレン
本格ドイツパン
「ケルン」
の今年のシュトーレンは、くるみ、ヒマワリ、パンプ
キンの3種。生地は有機栽培の古代小麦・カムートや、小麦の原種・アインコ
ーンを使用している。さらに“生きた食べ物”といわれるほど栄養たっぷりなヒ
マワリや、パンプキンの種、くるみをトッピング。中はカレンズやくるみ、グ
ロゼイユ、
カシスなどが小麦粉の4.2倍も入っている。ベリーの酸味が効いてい
て、トッピングの種のカリっと食感がたまらない！予約可なので早めに予約を。

アインコーンやカムートはチーズと一緒に。ワイン
のおつまみにもぴったり。

定番の
シュトーレンも

⃝ カムート小麦100％のシュトーレン
（くるみ・ヒマワリ・パンプキン）
 各1本2,500円+税
⃝カ
 ムート小麦50％・アインコーン小麦50％のシュ
1本2,500円＋税
トーレン
1本1,100円＋税
⃝ 定番シュトーレン
⃝ カムート小麦パン
（各種）

450円＋税
⃝ カムートクッキー
（各種）

300円＋税

ラム酒やブランデー
に漬けたフルーツが
入っていてクリスマ
スにぴったり。ドイツ
圏では、クリスマス
プレゼントと一緒に
用いられる。

ミ スモ 特 典
アートセンター

ケルン

駅入口

世田谷通り

丘

ヶ

合

百

町

田

新

オーガニックパン1,000円+税以上購入の
方。
【2020年12月31日迄有効】

至

区役所南

クッキー1袋プレゼント

JA

蘂044-951-0533

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）※1/1㈷〜1/4㈪休

サクッとした食感に
ほのかな甘み

M EN U

洋食

ル シェル モリノがニューオープン

創作料理

今年は少人数でプチ忘新年会を！

ホテルモリノに新しいレストラン「ル シェル モリノ」が
オープン。おすすめの
「ひだまりのオムライス」
（1,300
円＋税）は、とろとろ卵にトマトの酸味がアクセント。
「持ち帰れない生チーズケーキ」
（800円＋税）は、その
名の通り持ち帰れないほど柔らかく滑らか。
丘

ヶ

合

百

新

M EN U
●忘新年会コース
4,500円＋税
（全11品、飲み放題2時間付き）

宿
新
至 オーパ・
ホテルモリノ

「忘新年会コース」
は全11品、
飲み放
題付き。
前菜盛り合わせ、
ブイヤベー
ス、
アンガス牛ステーキ、
オイスター
など、おすすめが一度に味わえるか
ら、
とってもお得！ 30名までの貸切
予約も可。グランドメニュー・ラン
チメニューがよりおいしくリニュー
アルした同店で年末年始を！

エルミロード
イオン
スタイル
横浜銀行
ル

シェル

モ

リ

ノ

ひだまりのレストラン Le Ciel Molino
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 賚朝食6時30分～11時/ランチ11時～14時/ティー14
時～16時30分/ディナー
（土・日・祝のみ）
17時30分～21時 贊無休
注目
カジュアルに食事を楽しんで。
デザー
トも充実。予約なしでもOK。

オ ー シ ャ ン ク ラ ブ

OCEANCLUB

ボ

ン

ダ

イ

ズ

BONDIS
蘂044-819-8397

ミ スモ 特 典

川崎市麻生区上麻生１-3-2 2F 賚
11時～22時
（L.O.21時、ドリンクL.O.21時
30分）贊無休
（年末年始はお問い合わせを）
https://www.oceanclub-bondis.com/

リニューアル記念で1,000円OFF
合計5,000円以上ディナーで食事をされた方。本誌持参の
方。
【2020年12月31日迄有効】

宿
丘 新
ヶ 至
合 オーパ

百

新

エルミロード

イオン

洋服の青山
横浜銀行
マプレ

和食

大切な会食、家族の会食は本格京懐石で
なだ万で修業を積んだ後、40年近く日本料理一筋の板
長が作る、旬の素材を生かした本格京懐石が評判の名店。
おすすめは旬の食材をふんだんに取り入れた月替わりの
懐石。自宅での会食には、2個から宅配してくれる玉手
箱弁当折詰(3,000円＋税)がおすすめだ。

M EN U
⃝ お祝い弁当
⃝ 月替のおすすめ懐石
⃝ 玉手箱弁当折箱

蘂045-902-0335

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

田川
黒須

▲ 新百合ヶ丘

神社前
もみの木台

注目
お弁当は持ち帰り、配送
（2個から、
要予約・エリア制限あり）
も可。

あざみ野蜷

懐石料理 有吉

6,300円＋税
5,000円＋税
3,000円＋税

ミスモ
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より身近に、
ますます便利
に！

京王相模原線

若葉台
Wakabadai

小田急多摩線

黒川・栗平
Kurokawa &Kurihira

「坂浜平尾線」の開通で新百合ヶ丘から、
バス・車でのアクセスがますます便利に！
さらに身近になった若葉台周辺をピックアップ。

スクール

教育と
複数担任制で心の
質の高い学びを
スクール

意志・表現・感謝の3つの校訓から生まれ
る、子ども同士、教職員や保護者も含め
た人と人とのつながりを大切にしている。
体験学習を取り入れた独自のカリキュラ
ムや家庭学習との連動で、やる気を引き
出しながら学習の定着をはかる。きめ細
かい指導も、桐光学園の特色。

黒川駅経由、若葉台駅発着のスクー
ルバスも便利な同校。
高校生に加え、
来年度から中学生全員がノートPC
を所持し、授業、休校時に活用でき
るように。大学入試対策など講習制
度、各種短期留学など国際プログラ
ムも充実。運動部20、文化部31が
活躍し、文武両道も魅力。

桐光学園小学校
蘂044-986-5155

若葉台駅発着の
スクールバスの利
用も

桐光学園中学校・高等学校

川崎市麻生区栗木3-13-1
https://www.tokoes.ed.jp

蘂044-987-0519

川崎市麻生区栗木3-12-1
https://www.toko.ed.jp

注目
注目
子どもたちの様子はホームページ
の
「桐光小ニュース」
で！

池上彰さんらを招いた特別講義は
年20回。書籍化され書店販売も。

Information
⃝ 中学説明会 11/28㈯・29㈰、
12/20㈰
⃝ 高校説明会 12/6㈰・13日㈰
※説明会はHPで確認してから予約を
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カードで
クリスマス
う
言葉を贈ろ

ショップ

優れモノ文具で
年末年始を彩り豊
かに

レモンの皮入り
爽やか味のシュト
ーレン

ショップ

栗平駅から徒歩10分の国産小麦と天
然酵母のパンにこだわる人気ベーカ
リー。
クリスマスはアーモンド不使用、
3種類のリキュールに漬け込んだ5種
のフルーツと、
国産清見オレンジをプ
ラスした爽やかな味のシュトーレン
を販売。子どもに人気のどうぶつパ
ンに期間限定でトナカイが登場！

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 ※年末年始は問い合わせを
Ⓟあり

I n for mation
⃝Go to トラベル地域共通クーポン取扱店
Go to トラベルキャンペーンで発行され
た地域共通クーポンの利用可
（利用エリア
に東京都が含まれているか確認を）
。

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、
注目のカレンダー・手帳コーナーには、ビジネ
ス用やキャラクターものをはじめ、ライフスタ
イルや目的に合ったアイテムがそろう。年賀状
関連商品やお年玉ポチ袋も種類が豊富。年末年
始に必要なものは「コーチャンフォー」で。会計
100円ごとに貯まるコーチャンポイントも、1
ポイント1円として全館で使用可。

注目
イートインも可能。コーヒーの無
料サービスもあり。

コーチャンフォー 若葉台店
蘂042-350-2800（書籍コーナー）
蘂042-350-2828（文具コーナー）

稲城市若葉台2-9-2 賚9時〜21時 贊無休 猾あり
http://www.coachandfour.ne.jp
名画や風景写真などインテリア性の高いカレンダー
や種類豊富な手帳。お気に入りの一冊を見つけて。

機能性だけでないおしゃれなデザ
インの手帳やカレンダーが多数。

ショップ

イベント

注目

る
生産者の顔がわか
新鮮野菜を直売！

稲城ゆかりの音楽家で結成された
iMUSICA
（アイムジカ）
。メンバー
は小杉芳之
（ヴァイオリン）
、武生直
子
（ヴィオラ）
、西谷牧人
（チェロ）
、
石川浩之
（コントラバス）
、原博美
（ピ
アノ）
。ゲストにコハーン
（クラリネ
ット）
、武田桃子
（ヴァイオリン）を
迎える。

稲城市ゆかり
の
音楽家による
コンサート

ｉプラザホール
（稲城市立ｉプラザ）
JAセレサ川崎が運営する大型農産物直売
所。店内には、契約農家が丹精込めて生産
した新鮮で安全・安心な農産物などが並ぶ。
地元で採れた旬の野菜はもちろん、珍しい
品種も。ほかにも、米の特売日・肉の日な
どもあり、直売所ならではの食品が多数。
宮前店
（宮崎台駅近く）
もあり。

JAセレサ川崎 ファーマーズマーケット
注目
12月は冬野菜の最盛期。野菜本来
のおいしさが味わえる。

蘂042-331-1720

稲城市若葉台2-5-2 問い合わせ／8時
30分～22時 ※休館日を除く
贊第2・4月曜
（祝日の場合は翌日）
http://www.iplaza.inagi.tokyo.jp/

I n for mation
⃝開催日時
1/20㈬19時開演
（18時30分開場）
⃝入場料 ※全席指定
2,800円
一般
シルバー
（満65歳以上）

2,600円
小・中学生
1,000円

注目
プロの音楽家にも定評のある
「ｉプ
ラザホール」
の音響を堪能して！

セレサモス 麻生店
蘂044-989-5311

川崎市麻生区黒川172
賚10時〜16時
（3月まで）贊水曜
http://www.jaceresa.or.jp/ceresamos/

に
グローバルな時代
を
求められる人間力

スクール

時代の変化に柔軟に対応する自立し
た女性の育成がモットー。国際教養、
論理的思考を養う学習カリキュラム
に加え、ICT教育にも注力。中高6
年間をかけて行われる手厚いキャリ
ア教育も魅力だ。2018年に併設大
学にて看護学部開設。新百合ヶ丘駅
からバスで20分。

駒沢学園女子中学校・高等学校
蘂042-350-7123

稲城市坂浜238
https://www.komajo.ac.jp/jsh/

I n for mation
⃝ 11/28㈯ 10時～ 初
 めての方対象の
中学説明会
⃝ 12/5㈯ 10時〜 高校入試模擬面接
⃝ 12/12㈯ 13時〜 中学入試模擬試験

注目
学校説明会や学校行事の詳細はHP
で確認を。
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［ショップ］

家時間がはなやぐ 北欧布の世界

おとぎの国を思わせる
ような入口

ホームケアできる美しいニットは贈
り物にも
（上）
。北欧の春夏の輝く草
原のような世界が広がる
（左）
。

M e nu
⃝ ヨブス
・インテリア布
（135cm幅）

１ｍ13,000円+税～
・ドイリー 1,800円+税～
・クッション40cm角

15,000円+税～
⃝ オレアナ
・カーディガン

89,000円+税～
・ショール35,000円+税～
※コロナ対策のため入店は2名
まで。予約優先

家にいる時間が多くなった今、インテリ
アを心地よく工夫する人が増えている。
「ダーラナガーデン」
では、スウェーデン
から直輸 入した手工芸 布
「JOBS
（ヨブ
ス）
」
で、オーダーメードによるカーテン、
照明、テーブル周りをコーディネートで
きる。同店はノルウェーの高級ニット
「OLEANA
（オレアナ）
」
の希少な国内取扱
店。冬の長い北欧で現地のライフスタイ
ルを学んだ店主との会話も楽しんで。

北欧テキスタイル ダーラナガーデン
蘂044-955-6541

川崎市麻生区高石5-28-8 賚11
時～17時 贊火〜木曜
（12/29
㈫～1/10㈰休）猾あり
https://dalagarden.shop/

ミ スモ 特 典

ポケットティッシュカバー進呈

「ミスモを見た」
と一言を。5,000円以上購入の方。1人1回。
【2020年12月28日迄有効】

ヶ丘

至新宿

百合

生田病院

弘法の松
生田南郵便局前

［住まい］

「川崎じもと応援券」でお得に畳替えを

［ショップ］

全国のおいしい＆こだわり野菜の店
Me n u

おうち時間が増えている今こそ、より快適な暮らしを手
に入れたいもの。新しい畳の香りに包まれて新年を迎え
よう。同店は2021年3/31㈬まで利用可能な「2020
川崎じもと応援券」の対応店。お得に畳替えができるチ
ャンスをお見逃しなく！見積もりは無料。気軽に連絡を。

⃝ MNG
（週替り）
セット
（こだわり野菜）

3,000円相当→2,000円
⃝ やき芋
1本200円
⃝ シルクスイート
1パック380円
⃝ ハロウィンスウィート1パック370円

Menu
⃝ 一般家庭用畳表
（熊本産）

⃝ 高級畳表

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

南百合丘小南
王禅寺
五差路

道路

黒川

尻手

宮前平

蘂0120-10-7834

三井ナチュラルガーデン
ミ スモ 特 典

ミ スモ 特 典

上質な畳表7,800円+税→7,300円+税

【2020年12月31日迄有効】

しんゆりシアター｢桜の園−四幕の喜劇」
上演
人間はこんなにも哀しく、滑稽なものなのか…
チェーホフの生涯最後の戯曲
「桜の園」
を、安達紀
子の新訳で上演。華やかな過去にしがみつく貴族
たちと、未来を夢見る新世代の人々が繰り広げる
「四幕の喜劇」
が川崎市アートセンターに初登場！
日時：11/28㈯〜12/6㈰
※11/30㈪休演
※12/5㈯14時 LIVE配信あり
原作：アントン・チェーホフ
翻訳：安達紀子
（新訳） 演出：五戸真理枝
出演：山本郁子、真那胡敬二、前東美菜子ほか
会場：川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
料金：一般4,000円、学生2,500円(全席指定)
※未就学児不可

川崎市アートセンター

「青山ファーマーズマーケット」
をメ
インに野菜や果物を販売している
「三井ナチュラルガーデン」
。環境
に負担をかけない自然栽培にこだ
わった農家の野菜や、土壌に精鍛
込め時間をかけて作った野菜を全
国から集めて販売。日本の四季が
感じられる旬の野菜をぜひ。

7,800円＋税
9,500円＋税

蘂044-955-0107

川崎市麻生区万福寺6-7-1 受付時間／9時～19時30分
施設点検日／毎月第2月曜 ※祝日の場合は翌日 https://kawasaki-ac.jp

購入金額から15％OFF

「ミスモを見た」
と一言を。1人1回限り。
【2020年12月29日迄有効】

蘂045-299-2396

横浜市青葉区美しが丘1-4-1 たまプラー
ザSTビル103 賚10時～17時 贊水曜
（12/31㈭〜1/4㈪休） https://m-na
tural-garden.stores.jp/about

イトー
ヨーカドー

美しが丘
東小前
至渋谷

駅入口

ザ

ラー

プ
たま
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ミスモ

2020年12月号

［スクール・レッスン］

［ショップ］

11/29（日）医学部合格への最短ルート講演

読者特典で羽毛ふとんが特別価格に！

受験生を合格に導いた講師の可児良
友さん（上）。完全個別指導でサポー
トする教務課・奥野元気さん
（左）
。

羽毛にこだわり
10年以上使える！

参加特典はコレ！

Information

注目
参加者に
『2022年度用
「医学部受験」
を決めたらまず読む本』
を進呈。

医系専門予備校 メディカル
蘂042-709-7835

町田市原町田6-15-8 高峰地所
ビル6F 賚9時～22時 贊無休
https://www.medical-labo.com
（上記は事務所。セミナー会場は
右地図）

ラボ 町田校
至新宿

小
町 田急
田

難易度を増す医学部受験。全受験生の上
位7％が合格圏域で、倍率は一般私大の
20倍前後と超難関化。コロナ禍で履修
進度や面接・小論文対策が遅れ、目標校
を決められないという受験生も多い。同
校では、目標を定めた効率的計画や生産
的勉強法、時間管理術、最適な受験校選
びまでを完全個別で指導。情報戦とされ
る医学部受験の合格に必要なポイントを
学べる講演会は受験生・保護者必聴。

医学部受験のカリスマ可児良友が
教える医学部合格までの最短ルート
⃝ 11/29㈰11時～
レンブラントホテル東京町田
申
 し込み方法：HPまたは電
話で。
0120-456-616
講演時間：90分、
参加費：無料
［講演内容］
⃝ 医学部受験の厳しさと特殊性
⃝ 最短ルートの学習計画作成法
⃝合
 格した生徒が実践した受験
大学対策法 ほか

JR

Menu
「ギャッベ」
は遊牧民が景色や動植物をモチーフにし
た手織り。抜け毛も少なく快適に使える。

寒い季節は暖かさ抜群の羽毛布団を。ウクラ
イナ産グレーグースの羽毛を使った西川の羽
毛掛けふとんは、1.2kgの羽毛がたっぷり。眠
る人を心地よいぬくもりで包み込む。ミスモ読
者限定で今だけお得な価格に。また、ペルシ
ャウールで丁寧に織られた1点ものの絨毯
（じ
ゅうたん）
「ミニギャッベ」
が、約37cm角前後
の使いやすいサイズで登場！草木染の色合い
や遊牧民の感性豊かなデザインを楽しんで。

町

109

田

ミーナ
町田 ダイエー
町田店
至横浜

ミ スモ 特 典

ミスモ読者限定 羽毛ふとんがお得

ウクライナ産グレーグース90％が60,000円+税→37,810
円+税に。
【2020年12月31日迄有効】

●羽毛掛けふとん
（ウクライナ産グレーグース90％）
60,000円+税→37,810円+税
		
9,800円+税
●ミニギャッベ
（絨毯）

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〜20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
エルミロード

イオン
スタイル
横浜銀行

今こそ選びたい！

なぜ、
バイリンガル幼児園が注目されるのか？
今後10〜20年の間で、今ある職業の半分が機械に取って代わられるという予測のできな
い時代を迎える子どもたち。今までの教育のあり方で本当によいのだろうか？「将来を自
らデザインできる力＝自分力」を培う新しい教育が、ここにある。
AIやグローバル化の台頭など、VUCA
（変動性・不

先生との距離が近いのも同園の特徴。園のスタッ

確実性・複雑性・曖昧性）といわれる時代を迎えてい

フ全員が子どもたち全員の顔と名前を覚えている非常

る。この時代を生き抜くには「自分で自分の将来をデ

にアットホームな環境の中で、コミュニケーション力

ザインできる力」=「自分力」が必要だ。

や社会性、協調性が育まれる。
「自分力」
の土台となる

「アイキッズスター」
は、
保育園と同じ保育時間で質の高

英語も日本語も、認知能力も非認知能力もすべてワン

いカリキュラムを提供する、新しいスタイルの幼児教育施

ストップで高められる
「アイキッズスター」
は、教育感

設。バイリンガル教育・知能教育・運動指導を三本の柱と

度の高い保護者の間で今話題となっている。

し、さらに生きる上で重要な非認知能力を身に付けるライ
フスキル教育やミックスエイジプログラムを行っている。
「アイキッズスター」
では、
各クラスにネイティブスピー
カーの先生がいて、一日の半分以上を英語で過ごすこと
で、言語習得に必要といわれる2,000時間を越える3,700
時間以上英語に浸る。英語だけではなく、知能教育や運
動指導でも、
「考える遊び」
を通じて生きた知識を習得し
ていく。豊富なカリキュラムだからこそ、子どもたちは
自分の好きなこと、得意なことが見つかり、それが将来
を自らデザインできる
「自分力」
の土台となる。

「アイキッズスター」
は幼児教育無償化の対象園。
「自分力」
を
培うバイリンガル教育にも月額最大37,000円の補助金が交付
される。詳細はHPで確認を。

入園説明会
◇ 12/19㈯

10時〜12時（受付開始9時30分）

入園説明会当日に
「ミ
スモを見た」
と言われ
た方全員に、
「アイキ
ッズスター特製クリ
スマス工作キット」を
プ レ ゼ ント！申し 込
みはHPから。

アイキッズスター新百合ヶ丘
蘂044-953-2001

受付時間10時〜16時
（土日祝を除く）
川崎市麻生区万福寺1-1-2 シティモール5F
アクセス：小田急線新百合ヶ丘駅より徒歩1分
アイキッズスター

検索

ミスモ

北海道

と

う

べ

2020年12月号

8

TEL.0133-23-3042

つ ちょう

当別町

賚8時45分～17時15分
贊土・日曜、祝日（12/29㈫〜1/3㈰休）

ロイズ人気スイーツと厳選豚肉の肉まん
大都市郊外で快適な
「田舎暮らし」ができる
まち当別町。札幌から
ほど近く北海道らしい
豊かな自然と田園風景
が広がる。北欧に似た
気候風土で冬は真っ
白で広大な雪原が。ス
ウェーデンをイメージ
した住宅街
「スウェーデ
ンヒルズ 」やロイズ の
チョコレート工場も。

寄付金額10,000円以上

寄付金額11,000円以上

ROYCE’
（ロイズ）
人気スイーツ詰め合わせ
（A）

生チョコレート
「オーレ」、ポテトチップチョ
コレートを含む人気商品などが5点以上。

北海道

当別町

浅野農場特選肉まん
20個セット

肉汁たっぷりのボリューミーな具とふかふか
な皮が食欲をそそる浅野農場自慢の肉まん。

企画課 企画振興係

北海道石狩郡当別町白樺町58-9 https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/

和歌山県

ゆ

あ

さ ちょう

湯浅町

TEL.0737-63-2110

賚8時30分～17時15分
贊土・日曜、祝日（12/29㈫〜1/3㈰休）

醤油醸造の発祥の地の醤油と有田みかん

千葉県

ちょう せ

い

む

TEL.0475-32-4743

ら

長生村

賚8時30分～17時15分
贊土・日曜、祝日
（12/29㈫〜1/3㈰休）

九十九里浜の海産物と田園風景が自慢

温暖な気候と豊かな自

寄付金額10,000円以上

房総半島に位置する千

然に恵まれる。熊野古

葉県唯一の村。九十九

道 宿 場 町として 栄 え、

里浜で水揚げされる海

「醤油醸造の発祥の地」

産物に恵まれ、稲作と

として日本遺産にも登

野菜栽培も盛ん。魅力

録。重厚な瓦ぶき屋根、

は、温暖な気候と郷愁

白壁の土蔵、さまざま

を誘う田園風景。PR映

な形の格子や虫籠窓な

画
「長生ノスタルジア」

ど懐かしい街並みは
「重

が、門真国際映画祭で

要伝統的建造物群保存

観光部門最優秀作品賞

地区」にも選定された、

を受賞したことでも話

醤油の香り漂う町。

題になっている。

寄付金額10,000円以上

寄付金額14,000円

［ 湯浅の醤油 ］

［ 有田みかん］

［ 金目鯛の煮付け
（4尾）］

鎌倉時代、中国で修行を積んだ禅僧が伝えた
「金山寺味噌」
から生まれた「湯浅の醤油」。

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた町で採れ
た有田みかん。高糖度で味が濃いのが特長。

千葉県産の脂がのった金目鯛の煮付け（4尾/
煮付け汁付き）。

和歌山県

湯浅町

ふるさと納税推進課

和歌山県有田郡湯浅町青木668-1 問い合わせ／furusato-info@town.yuasa.lg.jp
https://www.furusato-tax.jp/city/product/30361

千葉県

寄付金額14,000円

天然伊勢海老の干物
（200g×2尾）

濃厚な旨みが際立つ千葉県の天然伊勢海老の
干物
（2尾）
。

長生村役場 企画財政課

千葉県長生郡長生村本郷1-77 http://www.vill.chosei.chiba.jp/category/1-14-0-0-0.html
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2020年12月号

佐賀県

あ

り

た

ちょう

有田町

TEL.0955-46-2111

賚8時30分～17時15分
贊土・日曜、祝日（12/29㈫〜1/3㈰休）

有田焼の器付き！おせちとカップケーキ

寄付金額100,000円

おせち三段重
「和」

厳選食材42品が詰まったおせち料理。有田
焼の器付き。12/31㈭到着。数量限定。

佐賀県

有田町役場

び

TEL.0866-54-1301

ちゅう お う ちょう

吉備中央町

賚8時30分～17時15分
贊土・日曜、
祝日
（12/29㈫〜1/3㈰休）

粘りが自慢の自然薯と水車で精米した米

佐賀県の西の端に位置

「吉備中央町」
は、
豊かな

する人口約20,000人

自然、穏和な気候に恵

の小さな町。 古くから

まれた岡山県中央部の

「有田焼」の町として栄

町。県下三大祭のうち

え た。 例 年
「有田陶器

2つが町内で行われる

市」は多くの人で賑う。

ほど活気あふれる。江

一方で
「棚田」という特

戸時代から続く名湯や

徴的な景観を持つ稲作

アットホームな滞在が

地であり
「佐賀牛」
「あ

楽しめる農家民宿など

りたどり」
「 ありたぶ

魅力満載。寄付金は教

た」を生産する県下有

育分野や子育て支援な

数の畜産地でもある。

どに役立てられる。

寄付金額14,000円

「日本料理保名」監修

岡山県

き

「杏慕樹」
の
有田焼カップケーキ

有田焼の陶器に入れて焼き上げたケーキ。3
種類の味（チョコ、栗、抹茶）の5個セット。

総務課ふるさと納税担当

佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202 https://www.town.arita.lg.jp/main/279.html

寄付金額10,000円以上

寄付金額10,000円以上

［ 自然薯1kg ］

［ 水車米2kg×2袋 ］

山菜の王様と呼ばれ、粘りが強い自然薯で食
すとろろめしは格別。

岡山県

吉備中央町

水車で時間をかけ精米した、うまみと栄養
たっぷりのコシヒカリ。

協働推進課

岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2 https://furusato-kibichuo.jp/

ミスモ

2020年12月号
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ミスモ

2020年12月号

ミスモ

心療内科

あさお

精神科

12

神経科

井澤クリニック

  9:30〜12:30 休診
15:00〜19:00

2020年12月号

○

○
○

○
○

休診

○

○

○

9:30〜
14:00

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前
年末年始休診 12/31㈭〜1/7㈭

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

川崎市救急医療情報センター tel 044-739-1919

254×126mm

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

4D

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
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/iryo/kyubyo/

その他の問合せ先

青葉区休日急患診療所
tel 045-973-2707

東京都医療機関・薬局案内サービス

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

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。

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
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ふ るさと の 銘 菓
第

むらしぐれ

だしで味わう優しいどんぶり

鶏飯
材料

2～3人分

作り方
①干し椎茸を250～300mlの水で戻す。軸の
部分まで柔らかくなったら、軸を切り落と
し細切りにし、戻し汁で柔らかくなるまで
中火で煮る。Aを加えて弱火で煮含めたら
そのまま冷ます。

統の味を守り続けてい

「むらしぐれ」として伝

年創業のむか新では

る。明治 （１８９２）

して名づけたといわれ

りが時雨を思わせると

ほろほろとした口当た

れ た 菓 子 を 気 に 入 り、

た岸和田藩主が献上さ

時代に病気療養中だっ

ぐれという名は、江戸

域に伝わる棹菓子。し

た、大阪南部の泉州地

米粉を混ぜて蒸しあげ

小豆の生餡に砂糖と

でほろりとほどける繊

美しい色合い。舌の上

難しいという。薄紫の

煮えるように炊くのが

豆の皮を割らずに中が

かな作業だが、特に小

て型で蒸しあげる。細

ふるいでそぼろ状にし

の 混 ぜ 加 減 を 調 整 し、

じて砂糖や米粉、餅粉

生餡の水分や品質に応

らっとした食感が特徴。

ら作る。そのため、さ

水分を絞った
〝生餡〟か

しし、皮を取り除いて

細さが心地いい。さっ

ぱりした甘みで小豆の

http://www.mismonet.com

しぐれの生地は一般

★過去のレシピがホームページで見られます

る。

を楽しむお店」でワークショップや販売を行う。

風味も豊か。少人数に

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

は
「むらしぐれ小函」も

島田朋子

などの漬物を加えたり、ワサビや七味唐辛子
などを添えると、お好みの味に変化させるこ
とができます。

的に、水分を飛ばして

豆知 識
鹿児島県の郷土料理。鶏むね肉の代わりにさ
さ身を使用すると調理時間が短くなりより手
軽です。薬味として白ごま、のり、たくあん

固めに練った
〝火取り

⑤❷の鶏の茹で汁を漉し、飲んでちょうどよ
い濃さに塩で調整する。❹にかける。

好評。コーヒーや紅茶

④器 にご飯を盛り付け鶏肉、椎茸、錦糸卵、
青ねぎ、紅しょうがを彩りよく盛り付ける。

にもよく合う。

③Bで錦糸卵を作る。

餡〟を使うが、泉州地域

②鶏むね肉の厚みのある部分に包丁で切り込
みを入れて火が通りやすくする。スープで
肉が浸るくらいの大きさの鍋に入れて沸騰
までは強火、その後、弱火に落として7～
10分煮る（生姜やネギの青い部分があった
ら一緒に煮ると肉の味がクリアになる）。
アクを取り除きながら、火を止めた後もス
ープに浸したまま冷まし、冷めたら皮を取
り除き肉を手で細く裂く。

では小豆を炊いて裏ご

ご飯����������� 2～3人分
鶏むね肉������������ 1枚
（水に顆
鶏ガラスープまたは野菜コンソメ
粒スープを溶かしたものなどを利用）
 ���������� 350～400ml
干し椎茸…………………………… 2～3枚
戻し汁��� 300ml
（不足分は水を足す）
A 酒 ����������大さじ１
砂糖���������� 小さじ
しょうゆ������ 大さじ２/ ３
B 卵������������� 1個
酒(または水) ������小さじ１
砂糖���������小さじ１/2
塩����������ひとつまみ
サラダ油��������小さじ１
青ねぎ
（小口切り）
������ 4～5本
紅しょうが(市販) ������� 適量

大阪府泉佐野市

最終回

回

73
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むか新 羽倉崎店 ご注文・問い合わせ蘂 0120-41-0005
大阪府泉佐野市羽倉崎1-4-7 営業時間／9時～19時 定休日／水曜
むらしぐれ 1本480円 http://www.mukashin.com

ミスモ

住まい

スクール

グルメ

2020年12月号

14

スクール

不動産売買の相談ならここ！

日本語リスニング入試導入

美食空間で心に残る記念日を

入試問題解説会＆模擬入試

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、
24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。

1学年120名を基本とし、細やかな指導を行っ
ている同校。2021年度入試から、従来の「一
般入試」、「適性型入試」に加え、新たに「日本語
リスニング入試」を導入。詳細は12月、1月の
学校説明会で。HPから予約を。

アールヌーボー調の店内で和洋を融合した日本
料理が味わえる。季節感あふれる釜炊きご飯や
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〜。
記念日の祝いには2名〜の個室も。

「Think & Challenge!」
をモットーに、自分か
ら進んで新しい課題に挑戦し、可能性を広げて
いく同校が、12/6㈰に入試問題解説会、1/11
㈷に小5・6生限定の模擬入試を開催する。とも
に9時30分〜12時。HPから予約を。

東急リバブル 新百合ヶ丘センター

多摩大学附属聖ヶ丘中学校

あざみ野 割烹

蘂042-372-9393

蘂045-511-7099

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 猾あり
https://www.livable.co.jp/branch/shinyurigaoka

多摩市聖ヶ丘4-1-1
https://www.hijirigaoka.ed.jp

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
（祝日の場合
は翌日）※12/29㈫〜1/5㈫休

横浜市緑区三保町1
http://www.suiryo.ed.jp/

グルメ

レジャー

グルメ

ショップ

蘂0120-341-109

SEKIDO

すいりょう

横浜翠陵中学校

蘂045-921-0301

365日1食からお届け！

Go Toトラベルでお得に旅を

登山電車のイラスト入りパン

12/4㈮グランドオープン

和食中心でカロリー控えめな「まいにち七菜」
590円や、旬の食材と調理法にこだわった「こ
だわり八菜」
720円などをお届け。前日18時ま
でに注文すれば1食からでもOK。配達エリア
は川崎市麻生区・多摩区・宮前区。詳細はHPで。

Go Toトラベルキャンペーンを活用し、国内線
往復航空券と宿泊施設を組み合わせたオリジナ
ルツアーで旅を楽しもう。オンラインで申し込
めば、1回6名まで出発前日まで予約可。さら
に地域共通クーポンも配布。詳細はWebで。

箱根湯本駅構内にあり、焼き上げたパンやデリ
が並ぶカフェ。モチモチ食感の「湯種食パン（1
斤330円）」は箱根登山電車のイラスト入り。
小田急ホテルグループのプロデュースなので家
でホテルの味が楽しめる。箱根土産にぴったり。

小田原駅直結の好立地に
「ミナカ小田原」
がグラ
ンドオープン。江戸情緒薫る
「小田原新城下町」
とタワー棟に分かれ、グルメ・ショップ・宿泊施
設など多彩な店舗が50店以上。小田原・箱根観
光の新スポットに注目！

ベネッセパレット

日本航空

箱根カフェ

ミナカ小田原

神奈川県足柄下郡箱根町湯本707 箱根湯本駅構内
賚8時～19時 贊無休
※営業時間は変更になる場合あり

神奈川県小田原市栄町１-1-15
https://www.minaka-odawara.jp/

蘂0120-586-112

蘂0460-85-8617

www.jal.co.jp

東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル5F
賚9時～18時 贊無休
https://www.benesse-palette.co.jp/

■12/14㈪
「すすきだ音楽隊 ホッと・コンサート」 ①10時30分〜12時
定員：各回20名 参加費：1,000円
（ワンドリンク付） ②13時〜14時30分

■12/5㈯ ①14時〜 ②16時〜

12・ リリ
1月の オ

「椿のお正月飾り」

■12/8㈫・22㈫ 11時〜12時

プロ ス
グラ
ム

各回定員：8名 参加費：2,000円
野菜ソムリエCanacoさん「菜食健美カフェ」
■12/21㈪ 10時30分〜12時
各回定員：12名 参加費：500円

「心も体も温まるクリスマスティーづくり」

■12/12㈯ 11時〜12時
おやこ国際文化プログラム

定員：8名 参加費：500円

電子かみしばい
「英語でウィーン物語」
英語絵本よみきかせ
「あらま！」

定員：親子7組
（14名） 参加費：無料
対象：小学生 ※未就学児はできるだけご遠慮下さい

しんゆり交流空間 リリオス
蘂044-281-5036

■1/23㈯
ひまわり人形劇団公演

「はらぺこあおむし」
「どんないろがすき」
定員：15名 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

蘂0465-22-1000

15

ミスモ

2020年12月号

グルメ

イベント

スクール

グルメ

12/4㈮
「ザ・シック」
オープン

持ち帰り弁当の予約受付中

学校説明会・入試個別相談

広い庭園と多彩なイタリアン

たまプラーザ テラスのゲートプラザ2Fに「ザ・
シック」
がニューオープン。レディスファッショ
ンをはじめ、
コスメやホームケアグッズ、食品な
どを幅広く取り扱い、美と健康と暮らしをトー
タルにプロデュースする。

「寺家 ひらさわ」
では、地元農家が大切に育てた
野菜を使った料理がテイクアウトで楽しめる。
期間限定のお弁当は3種類。名物あつぎ豚治部煮
重1,000円、緑風弁当1,800円、春薫る詰め合
わせ
（2～3人前）
3,000円の予約受付中。

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、11/28㈯、12/5㈯
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、12/7㈪・8㈫・9㈬各16
時～19時。HPから予約を。

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
食事ができる。本誌持参しコース料理注文で、
1グ ル ー プ に つ き 会 計 よ り500円OFFに。
12/30㈬まで
（12/23㈬〜12/27㈰除く）
。
リ ス ト ラ ン テ

ア ベ ー テ

たまプラーザ テラス

寺家 ひらさわ

相模女子大学高等部

Ristorante Abete はるひ野店

横浜市青葉区美しが丘1-1-2 賚10時〜21時
http://www.tamaplaza-terrace.com/

賚平日11時30分～15時
（L.O.14時30分）
/17時～21
時
（L.O.19時30分）
、
土・日・祝11時30分～21時
（L.O.19
時30分）※夜は要予約 贊月曜
（祝日の場合は翌日）

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

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/

ショップ

スクール

グルメ

ショップ

蘂045-482-4923 横浜市青葉区寺家町602

蘂045-903-2109

蘂042-742-1442

蘂044-981-6237 川崎市麻生区はるひ野5-3-7

一点ものの家具が並ぶ専門店

11月・12月の学校説明会へ

45年ぶりに三平ライスが復刻

話題の燻し醤油が登場

社長自らが買い付けた一点もののヨーロッパ直
輸入家具が楽しめる。230坪の建物内に22部
屋がコーディネートされ、リノベーションの実
例となっている。家具販売のほか、リフォーム・
リノベーション・修理の相談もぜひ。

大学までの一貫教育で文武両道を目指す同校。
クラブ加入率が高く、例年、大学での体験授業
も好評だ。11/22㈰、12/13㈰各9時30分か
ら吹奏楽部の演奏会、10時から学校説明会（入
試相談可）を開催。HPから予約を。

新宿サブナード直結、昭和27年創業「三平食
堂」が前身の洋食店。おすすめは、45年ぶりに
復刻した「三平ライス」。ケチャップライスにト
ンカツの玉子とじを乗せ、デミグラスソースを
かけたＢ級グルメ。昭和レトロ感が楽しめる。

新鮮な地魚や旬の魚介を冷燻製法で仕上げ、旨
みを凝縮した商品が人気の店。スモーキーな燻
製の香りが料理をより引き立たせると評判の燻
し醤油
（1,000円+税）もおすすめ。これから
の時季、お土産や贈答用にもぜひ。

アートハウス21 横浜青葉店

東海大学付属相模高等学校中等部

レストラン

燻製工房

蘂045-532-5881

横浜市青葉区美しが丘西3-61-8
賚10時〜19時 贊火曜 猾あり

蘂042-742-1251

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

クリスマスコンサートを開催
12/25㈮11時、13時、ハルネ小田原
うめまる広場でコンサートを開催。プッ
チーニやヴェルディなど、なじみのあ
るオペラを披露します。出演は井上雅
人
（写真左・バリトン）
、金持亜実
（写真
右・ソプラノ）
、清水のりこ
（エレクトー
ン）
。協力はヤマハエレクトーンシティ。

小田原地下街

ハルネ小田原

http://www.harune-odawara.com/

神奈川県小田原市栄町1-1-7 賚12月は10時～20時（日・祝は19時まで）※一部、店舗により異なる場合あり

はやしや

然

蘂03-3352-5519

蘂0460-85-5110

東京都新宿区新宿3-22-12 新宿サンパークビル5F
賚10時30分～23時
（L.O.22時15分） 贊無休
（年
末年始はお問い合わせを）

神奈川県足柄下郡箱根町湯本71-5
賚11時～17時 贊無休 猾あり
http://kunsei-zen.com/

春のレッスン特集
・ミスモ3月号（2月27日折込）※申込締切2月8日㈪

・ミスモアネックス陽春号（3月16日〜順次設置）※申込締切2月26日㈮
春向けの各種スクールのレッスン広告特集を行います。
■ お気軽にお問い合わせください

株式会社インクルーブ

ミスモ編集部

TEL 044-959-3750 FAX044-959-3751

ミスモ

2020年12月号

本誌掲載の情報は2020年11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。
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