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オーシャンビューを楽しみ
つつ温泉で癒されたあとは、
レストランで四季折々の地
元の味に舌鼓。

堪能！
を
食
美
、
は
んだあと
スパで楽し

旅先リストに
追加したい！

※営業時間は2021年1月19日現在のものです。
今後の社会情勢により変更になる場合があります。

水着で楽しむスパリゾート
「マリンスパあたみ」
。健康温浴室や大浴場では熱
海湾が一望できる最高のロケーションで癒され、ウォータースライダーのあ
る温水プールでは家族でにぎやかに過ごしたい。特筆すべきは併設のレスト
ラン
「シーガル」
で供される料理の数々。地元食材を使用した一品や、富士
宮やきそばなどのご当地グルメも味わえる。レストランだけの利用も可能。
メニュー
●一般入館料
・大人1,360円
・小中生680円
・3歳以上420円 ・3歳未満310円
●レストランおすすめメニュー
・天ぷら定食ドリンク付 980円
・唐揚げ定食ドリンク付 980円

マリンスパあたみ
0557-86-2020
静岡県熱海市和田浜南町4-39
10時〜19時、水10時〜21時
木曜
（メンテナンス休館あり）
※営業時間異なる場合あり
あり
https://www.marinespa.com

早咲きの梅、美術館めぐり…、
海の見える大浴場も。オーシャンビューが楽しめる！

一足早い春の訪れを感じながら
熱海を満喫してみては。

の香り
湯の町・熱海に漂う梅
「熱海梅園梅まつり」
が熱海梅園で開催。温暖な熱海に咲く
梅の花は、11月下旬には開花し3月上旬まで楽しめる。梅
の香漂う園内には60品種469本の梅が咲き誇り、樹齢100
年を超える古木も。入園料は300円
（一般）
。

熱海梅園梅まつり
期 間
会 場
問い合わせ

〜3/7(日)
熱海梅園
熱海市観光協会
0557-85-2222

熱海・湯河原MAP
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新感覚のイチゴスイーツ
伊豆を中心に和菓子店を展開する
「石舟庵」の人気商品。伊豆の国市
産
「完熟紅ほっぺ」とミルキーな練
乳を使用した
「練乳苺大福」は、苺
の鮮度に違いを感じる産地ならで
はのスイーツ。

日本屈指のパワースポットへ

石舟庵 熱海店
0557-81-7776
静岡県熱海市咲見町9-2
9時〜17時30分 無休
あり

マ
相模灘の大パノラ

海が一望できるMOA美術館。コレ
クションは、創立者・岡田茂吉が
蒐集した日本や中国をはじめとする
東洋美術を中心に構成。絵画、
書跡、
彫 刻、工芸など、多岐にわたる。
パティシエ鎧塚俊彦プロデュース
のスイーツ店も。

「來宮神社」
は、樹齢２千百年以上
の天然記念物
「大楠」
があり、“願い
事がかなう”という伝説もあるパワ
ースポット。大楠の前で手を合わ
せて祈れば、自分自身を見つめ直
すチャンスになりそうだ。
きのみやじんじゃ

來宮神社
0557-82-2241
静岡県熱海市西山町 43-1
あり
http://www.kinomiya.or.jp/

MOA美術館
0557-84-2511
静岡県熱海市桃山町26-2
9時30分〜16時30分 (入館は16時まで)
木曜(祝日の場合は開館）

新百合ヶ丘・たまプラーザから
小旅行にもぴったり。

湯河原にゆかりある作家の作品を展示

アートと自然に癒されたい。

町立湯河原美術館
0465-63-7788

梅林
梅のじゅうたん、湯河原

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上623-1
9時〜16時30分
（入館は16時まで）
水曜
（祝日の場合は開館）
※臨時休館日あり
あり
https://www.town.yugawara.
kanagawa.jp/kyoiku/museum/

平松礼二
『モネの池を走るホクサイの雲』
6曲1双屏風左隻
（部分）

竹内栖鳳
（せいほう）
や現代日本画家・平松礼二など、湯河原にゆかりのある
作家の作品を中心に展示。3/1㈪までは平松礼二館
「湯河原十景−もうひと
つの風景」
を、3/5㈮〜6/28 ㈪は特別展
「睡蓮交響曲」
を開催。入場料は大
人600円、子ども300円。湯河原駅からバスで約12分。

毎年恒例の湯河原梅林
「梅の宴」
。雄大な幕山の自然を背景
に、約4,000本の紅梅・白梅が“梅のじゅうたん”のように咲
き誇り、園内はほのかな梅の香りに包まれる。入園料は
200円
（15歳以上）
。臨時バス運行。

湯河原梅林「梅の宴」
ミュージアムカフェはテラスや足
湯が併設され憩いの場としても。

主期間
会 場
問い合わせ

2/6(土)〜3/7(日)
湯河原梅林
湯河原町観光課
0465-63-2111
https://www.yugawara.or.jp/feature/2914/
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天気がいい日には青空に
映える富士山も楽しめる。

んぽ開催
小田原梅の里さ
古くは城下町、宿場町として栄えた
梅の名所でもある小田原城址公園と
約35,000本の白梅が咲き誇る曽我梅
林を自由に散策できる。小田原市内の
小中生による絵画コンクールや立春
青空句会などのイベントも開催。

小田原。賑わう駅周辺や早春の梅
散歩で、
この街の
「今」
を楽しみたい。
※営業時間は2021年1月19日現在のものです。
今後の社会情勢により変更になる場合があります。

小田原梅園の里さんぽ
期 間
会 場
問い合わせ

1/30(土)〜2/28(日)
小田原城址公園・曽我梅林
小田原市観光協会
0465-20-4192
http://www.odawara-kankou.com/

ラスカ小田原
話題の新名所から旅の思い出作りまで
小田原駅東口直結の駅ビル
「ラスカ小田
原」
。食、レストラン&カフェ、ファッ
ション、生活雑貨、書籍まで幅広くそ
ろう。1F、5Fには地元銘菓や逸品、寄
木細工など、厳選された小田原土産が
勢ぞろいする。

今注目の小田原駅周辺
城下町の情緒を今に再現した外観も話題の
「ミナカ」
、
雑貨や書籍など生活に密着した品ぞろえも魅力の
「ラスカ」
、

神奈川県小田原市栄町1-1-9
10時〜20時
JR・小田急線小田原駅直結
https://www.lusca.co.jp/odawara/

観光案内からお土産まで、旅の心強い味方
「ハルネ」
。
小田原駅直結のショッピングスポットを一挙紹介。

小田原地下街

ハルネ小田原

小田急線東口から直結の地下街。地元グルメや土産だけ
でなく、観光・イベント情報を発信する
「街かど案内所」
、
手荷物の預かりや配送もできる
「小田原駅手ぶら観光セン
ター」
など便利な機能で小田原の旅をサポートしてくれる。
神奈川県小田原市栄町1-1-7
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
JR・小田急線小田原駅直結
http://www.harune-odawara.com/

ミナカ小田原
駅直結の好立地に昨年12月オープン。
グルメ、ショップ、宿泊施設など多彩な
店舗が50店以上。ひと休みしたくなっ
たら地元人気飲食店が勢ぞろいの
「西湘
フードスタジアム」
や金次郎広場、展望
足湯でのんびりと。
神奈川県小田原市栄町１-1-15
JR・小田急線小田原駅直結
https://www.minaka-odawara.jp/

小田原MAP
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重厚な建物で味わう名物の絶品料理

箱根名店の味
「豆腐かつ煮」
を小田原で
メニュー
・豆腐かつ煮定食
1,375円
・ロースかつ定食
（120g）
1,485円
・三 種 丼
（テイクアウトのみ ）
800円

小田原地下街

ハルネ小田原

神奈川県小田原市栄町1-1-7
ショッピング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 JR・小田急線小田原駅直結
http://www.harune-odawara.com/

創業43年の箱根強羅の名店
「田
むら銀かつ亭」
がハルネ小田原に
出店。
「豆腐かつ煮」は、豚ひき
肉を挟んだ
「箱根銀豆腐」の豆腐
を米油で揚げ、土鍋で煮たあと、
ふんわりと卵でとじた一品。サ
バ節のだしが効いた箱根名店の
味を小田原で楽しめる。オリジ
ナルメニューも。
田むら銀かつ亭は11時〜18時
まで。お弁当のテイクアウトも。
新鮮な刺身をぞんぶんに！
海鮮ちらし 2,300円+税

小田原漁港直送の新鮮地魚が堪能できる

小田原みなと食堂
0465-46-8307
神奈川県小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原 1F
11時〜21時
（L.O.20時） ミナカ小田原休館日
あり JR・小田急線小田原駅直結
https://minato-shokudo.com/

ミナカ小田原の1Fにある
「小田原
みなと食堂」は、
「駅前で新鮮な
港のごはん」
がコンセプト。小田
原駅前で小田原・早川漁港の港
飯が食べられると話題の新鮮地
魚専門店だ。小田原の漁港から
直送の地魚を堪能できる活気あ
る店内は、女性同士でも入りや
すい雰囲気。

メニュー
・すし
1,200円+税〜
・天丼
（お椀・香の物付き）1,700円+税〜
・おさしみ・天ぷら定食 1,800円+税〜

だるま料理店は、明治26年の創業以来、相模
湾の新鮮魚介を使った日本料理で人々を魅了
し続ける名店。名物の天重は、食べ応え抜群
の大ぶりのエビなどを特注ゴマ油で揚げた、
サクッとした食感と芳醇な香りをまとった絶
品。海鮮ちらし、寿司や刺身、煮付けなど、
一品料理から定食まで多彩なメニューがそろ
う。会食や宴会には、2階の座敷で堪能できる
コース料理
（要予約）
がおすすめ。

国指定登録有形文化財
のれんと味

だるま料理店

0465-22-4128
唐破風入母屋造りの重厚な建物の
店舗。見事な彫り物にも注目。

魚の目利きが見極める生きのいい
地魚が駅ナカで気軽に楽しめる！

熟練職人が作るこだわりの箱根銘菓

神奈川県小田原市本町2-1-30
11時〜20時
（L.O.）
無休
あり
JR・小田急線小田原駅から徒歩8分
http://www.darumanet.com/

人気上昇中！パリパリ焼きモンブラン

ちもとは箱根にのれんを出して70年。看板商
品の湯もち
（260円）
は、湯上りの肌を思わせ
る、しっとりなめらかな食感が特長。早川の
岩石に見立てた羊羹と柚子の香りをしのば
せ、上品な甘さに仕上げている。熟練の職人
が、気温・湿度に合わせ、手業で丁寧に仕上
げるこだわりの一品。

ちもと
ラスカ小田原店

0465-24-7111
神奈川県小田原市栄町1-1-9ラス
カ小田原1F
10時〜20時
ラスカ小田原休館日
JR・小田急線小田原駅直結
https://www.yumochi.com

和菓子

菜の花 minaka小田原店

0465-20-8370
国産本蕨粉で作った
「わらびもち」
や最中
「八里」
もおすすめ。

神奈川県小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原 1F
10時〜20時
ミナカ小田原休館日
あり JR・小田急線小田原駅直結
http://www.nanohana.co.jp/

お菓子の名店｢菜の花minaka小
田原店」
で人気上昇中なのが、極
薄皮のパリパリ食感が特長の
「パ
リパリ焼きモンブラン」
。アーモ
ンドプードルとバター、卵をたっ
ぷり使った生地が栗の渋皮煮の
美味しさを引き立てる。こだわり
新鮮たまご使用の｢やわらか福プ
リン｣もおすすめ。
お土産として喜ばれる銘菓は、季
節に応じたセレクトも楽しい。
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［グルメ］

個室、自宅で味わう本格懐石料理
/ G PW
持ち帰り用玉手箱弁当
3,000円＋税
月替のおすすめ
5,000円＋税
お子様弁当
2,500円＋税

横浜市青葉区もみの木台の閑静な
住宅地にある京懐石店。有名店で
修業を積んだ板長が作る繊細な料
理が楽しめると評判だ。弁当メニ
ューも充実しており、自宅で本格
懐石料理が味わえると人気を集め
ている。店内ではしっかりとした感
染対策を実施。個室の利用も可能。
あざみ野蜷

▲ 新百合ヶ丘

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

田川
黒須

懐石料理 有吉
蘂045-902-0335

神社前

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
贊木曜 猾あり
http://www.ariyoshi.com/

もみの木台

［グルメ］

［ショップ］

こだわり本格パスタランチが1,000円！

オーガニックの古代小麦パンを味わう
/GPW
カムート小麦パン
（各種）
450円＋税
アインコーンブレッド
（各種）
450円＋税
カムートクッキー
300円＋税
アインコーンクッキー
（各種）
300円＋税

これまでのパスタメニューがさら
においしくリニューアル！おすすめ
は
「ベーコンと完熟トマトのアマト
リチャーナ」
。季節の具材やソース
に合わせてパスタの種類を変える
こだわりも。ランチは、メインに
サラダ、日替わりスープ、ドリンク
バーが付いてぴったり1,000円。
オ ー シ ャ ン ク ラ ブ

ボ ン ダ イ ズ

OCEANCLUB BONDIS
ミ スモ 特 典

デザート人数分サービス
ランチ限定。他の割引との併用不可。
【2021年3月31日迄有効】

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
https://www.oceanclub-bondis.com/

ゴマとレーズンの
アインコーンパンも！

宿
新

丘

ヶ 至
合 オーパ

百

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

［ショップ］

全国のおいしい＆こだわり野菜の店
/ G PW
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250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

ミ スモ 特 典

購入金額から15％OFF
「ミスモを見た」
と一言を。1人1回限り。
【2021年2月28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
https://m-natural-garden.stores.jp/
about

美しが丘
東小前
イトー
ヨーカドー

至渋谷

駅入口

ザ

ラー

プ
たま

ミ スモ 特 典

クッキー1袋プレゼント
オーガニックパン1,000円+税以上購入の方。
【2021年2月28日迄有効】

栄養価の高いカムート小麦使用のパン
（左）
。カムー
トやアインコーン使用のクッキーも
（右下）
。

ケルン
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）

アートセンター
駅入口

世田谷通り
JA

丘

ヶ

合

区役所南

百

新

町
田

三井ナチュラルガーデン

新百合ヶ丘駅そばにあるドイツパンの店
「ケ
ルン」。おすすめは、二粒系の古代小麦カムー
トを使用したパン。カムートは、栄養価、消
化の良さ、甘いナッツのような食味としっか
りとした歯ごたえが特徴。塩とオリーブオイ
ルとイーストのシンプルな素材のみを使用し
て焼き上げたパンのほか、クルミやクランベ
リーの入ったものも人気。チーズやオリーブ
オイルをつけて食べるのがおすすめ。

至

「青山ファーマーズマーケット」
をメ
インに、神奈川の地場野菜や果物
を全国から集めて販売している同
店。週替わりのこだわり野菜を詰
めたMNGセットや、焼き芋がおす
すめ。宅配や配送にも対応。環境
に優しい自然栽培やこだわりの土
壌で育った野菜を堪能したい。
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レジャー

商品

商品

上からのぞけばハート型

冬にぴったりなチョコアイス

浸食された荒々しい岩肌に囲まれ、波が打ち寄

「明治エッセル スーパーカップ Sweetʼs」
シリ

開業130周年記念の新作ボンボン ショコラ

せる龍宮窟。天は50mほど開いて空が見え、
光が上から差し込む様子が幻想的だ。上からの
ぞくとハート型に見え、一周できる遊歩道があ

ーズから「4層仕立てのガトーショコラ」が登
場！ブランデーが香るチョコ風味ソースを、２
種類のチョコアイスで挟み込み、上質なスイー

「ORIGIN 〜原点〜」を、本館1F「ガルガンチュ
ワ」で販売。紅茶や木苺など5つのフレーバー
が楽しめる。2/14㈰まではバレンタインデー

る。近頃は恋愛パワースポットとして人気。

ツの味わいに（ブランデーは不使用）
。

向けオンラインショップ限定ボックスも。

龍宮窟

明治

帝国ホテル 東京 ホテルショップ「ガルガンチュワ」

静岡県下田市田牛
http://www.shimoda-city.info/

賚9時〜17時 贊土・日曜、祝日
https://www.meiji.co.jp/sweets/icecream/
essel/

東京都千代田区内幸町1-1-1
賚10時〜19時
https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/hotelshop

サービス

ショップ

ビューティー・リラックス

蘂0558-22-1531（下田市観光協会）

蘂0120-370-369

新作ボンボンショコラが登場

蘂03-3539-8086

アート

豊かな自然環境の永久供養墓

人気作家のひな人形がそろう

ケラスターゼの期間限定店

家族で楽しめる鉄道施設開業

跡継ぎの心配がいらない永代供養墓が注目され
ている。洋風庭園を思わせる
「清風ガーデン墓
所」
は4〜5名までの家族や夫婦に人気。将来継
承者がいなくても、同園が永代供養を行ってく
れる。13年間の管理料及び墓じまい費は不要。

創業134年を迎える神奈川最大級の老舗人形
専門店。大人も飾りたくなるようなモダンでお
しゃれ＆ハイセンスなひな人形や、全国人気作
家の作品が並ぶ。購入は町田店ほか5店舗で。
詳細はHPを。

「ハツコ エンドウ」が展開する、パリで誕生した
ヘアエステティックブランド
「ケラスターゼ」
。
2/11㈷〜14㈰限定で、アコルデ新百合ヶ丘
北館3F花屋横イベントスペースに出店する。
すてきな購入特典あり。

「ロマンスカーミュージアム」が小田急線海老名
駅隣接地に4月中旬オープン！ヒストリーシア
ター、車両展示、ジオラマパーク、電車運転シ
ミュレーターなどがある小田急線開業以来初の
屋内常設展示施設。家族で出かけよう！

川崎清風霊園

福田屋人形店 町田店

蘂0120-148-315

The HAIR LOUNGE Hatsuko Endo AVEDA

蘂042-728-1161

受付時間／9時〜17時 贊無休 猾あり
https://kawasakiseihu-reien.jp/
経営主体：宗教法人長尾寺 経営許可番号：川崎市指令健安
第3101号

蘂044-712-0620

東京都町田市原町田6-18-13
賚10時〜18時 贊無休
https://www.e-fukudaya.co.jp/

川崎市麻生区万福寺1-18-1 小田急マルシェ新百合ヶ丘2F
賚10時〜19時 ※メニューにより最終受付時間が異なる
https://the-hair-lounge.hatsuko-endo.co.jp/shinyurigaoka/

2・3 リリ
月の
プロ オス

■2/9㈫ 11時〜12時、2/16㈫ 13時〜14時

「菜食健美カフェ」 ■3/6㈯ 15時〜16時
野菜ソムリエCanacoさん
定員：各回12名 参加費：500円
和楽
「カフェ・ライブ」
定員：20名
■2/13㈯ 15時〜16時
参加費：カフェでワンドリンク注文
「ミニコンサート」
三曲あさお

ロマンスカーミュージアム
神奈川県海老名市めぐみ町
（小田急線海老名駅隣接地）
https://www.odakyu.jp/romancecarmuseum/

心療内科

グラ
ム

あさお

精神科

井澤クリニック

定員：20名 参加費：カフェでワンドリンク注文
■2/20㈯ 10時〜11時45分

「アナと雪の女王」
英語アニメシアター
定員：親子5組 対象：小学生 参加費：無料
■2/27㈯ 10時30分〜12時

「にこにこ広場」
おもちゃと遊びの会
定員：親子5組 参加費：無料
しんゆり交流空間 リリオス

9:30〜12:30 休診

■3/15㈪・29㈪の2回連続講座 各10時〜12時
プロの写真家と学ぶ写真教室
写真家・秋元茂さん

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

「写真講座」
定員：10名 対象：どなたでも
（子連れ不可）
参加費：1,000円
（2回分）

初診の方はお電話で予約をお願いします

981-3636

参加申込みはWEBサイトにて http://www.lirios.jp

薑044-

蘂044-281-5036 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

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

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8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 FAX：044-959-3751

ミスモ 2021年2月号

8

我が子の幼稚園選びの参考に、子ども同士の交流の場として、未就園児を対象とした教室に通うメリット
は盛りだくさん。各園さまざまな特徴や取り組みがあるので、我が子に合った教室選びをしたい。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各園が予定するイベント情報及び記事の内容に変更が生じる可能性があります。
詳しくは各園のホームページや電話などでご確認ください。

モンテッソーリ教育で自立心を育む

未就園児教室で楽しく遊んで集団生活を

I n f or m a t ion
未就園児
「たんぽぽ組」
オンライン説明会
・2/12
（金）
13時〜14時
※申し込みはHPから
募集要項や詳細はHPよりダウンロ
ードを

一人ひとりを愛情深く見守りなが
ら、モンテッソーリ教育を軸に、自
由に探究し、驚きや喜びをたくさ
ん経験できるよう導く。
「見る・聞
く・触る」
といった感覚を働かせ
「自
分で確かめながら」より多くのこと
を吸収していける環境を整え、子
どもの成長をサポートする。

カリタス幼稚園
注目
通園回数を週１回
（年間30回）
、週２回
（年
間60回）
から選択可能。

未就園児教室
「じゃんけんぽん」
は、
幼稚園入園前に集団生活に慣れる
ための基礎を育むクラス。週1回コ
ースと週2回コースあり
（週1回コー
スの前期のみ親子で参加）
。2021
年度は定員を減らし密にならない
保育をする。緑の芝生の上で友達
や先生と遊ぼう。

川崎青葉幼稚園
蘂044-922-2526
川崎市多摩区中野島4-6-1 Ⓟあり
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
https://caritas.or.jp/kd/

自分っていいなと思える子どもに

蘂044-966-3179

注目
教育目標は
「しっかり根をはれ
り芽をだせ」
。

ゆっく

毎日がピクニック！毎日がアスレチック！

I n f or m a t ion

I n f ormat i on
2歳児・1歳児クラス募集中
自然の中で、五感を使って遊ぼう！
2歳児クラスはバスや給食が利用可
能。通園回数や参加形態の選択可。
詳細、見学は問い合わせを。

2歳児保育体験会
・2/16㈫・25㈭
※申し込みは電話を

赤ちゃんだと思っていた子どもが
「自分で」
と主張し始めるのが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
に悩みだす時期でもある。親同士
で語り合ったり、親子で遊んだりし
ながら悩みを共有し有意義な時間
を。詳細は問い合わせを。

和光鶴川幼稚園
注目
豊かな自然の中で
「生きる」
「つくる」
「食
べる」
が体験できる。

川崎市麻生区上麻生4-2-2 Ⓟあり
小田急線新百合ヶ丘駅から徒歩10分
http://www.kawasaki-aoba.ed.jp/

日本有数の敷地を有する
「柿の実幼
稚園」
は、
「みんなちがってみんない
い」の伸び伸び保育。家庭ではなか
なかできない経験がたくさん！ 1歳
児、2歳児は週2日、週5日のクラ
スあり
（2歳児は登園バス利用可）
。
親子で一緒に楽しみたいなら週1日
のフレンドサークルへ。

柿の実幼稚園
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
園内にある人気のローラーすべり台は、
約30mの大冒険！

蘂044-988-0229 川崎市麻生区上麻生7-41-1 Ⓟあり
小田急線柿生駅からバス7分、東急田園都市線市が尾駅からバス
20分
（小田急線新百合ヶ丘駅・鶴川駅、
京王相模原線若葉台駅、
東
急田園都市線たまプラーザ駅・市が尾・青葉台駅方面などからスク
ールバスあり） https://www.kakinomi.com/kakinomi/

本誌掲載の情報は2021年1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。

