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ミスモ 2021年7月号

較！
MiSMOが徹底比

4

あなたはどっち?

サ マーミューザ！

おうちで、ホールで、

7/22（祝）〜8/9（振休）開催！
C h ec k

1

国内屈指の
オーケストラや演奏者が集結

全20公演
東京交響楽団をはじめ首都圏のオーケス
トラや、市内の音楽大学、初参加となる
京都市交響楽団など、県内外から日本を
代表するオーケストラや演奏者が集結。
パイプオルガンやジャズの公演も。

C h ec k

7/23（祝）

り！
んゆ
し

新百合ヶ丘にある
昭和音大での公演が復活！

@

8/1（日）・8（祝）

2

子どもと一緒に楽しめる！
恒例の
「こどもフェスタ2021」

ザ

テアトロ・
ジーリオ・ショウワ

臨場感とクリアな音質は
シンフォニーホールならでは

4歳から入場可能。毎年大人気の演目だ。
今年はピアニストの仲道祐子さん
（写真）
が出演。生演奏とともに、子どもたちの
質問にも答えてくれる。

今年
も！
出張
ミ
at
ュ
ー
昭和音楽大学

ミューザ川崎シンフォニーホールをメインステージに開催される
「フェスタサマーミューザKAWASAKI 2021」
。
今年も自宅で配信、ホールで生演奏、またはその両方と、楽しみ方いろいろ。

ライブの醍醐味
「生音」
を体感！

公演後のお楽しみは、
“パートナーショップ”で
来 場 時に配 布される
「優待
券」を、提携飲食店“パート
ナーショップ”で提示すると、
割引やドリンクサービスなど
の特典が受けられる。
（ミューザ川崎周辺のみ）

※昭和音楽大学チケットセンター、マイタウン
チケットセンター
（新百合ヶ丘マプレ
「写真工房
彩」
内）
でも販売

ミューザ川崎では、新型コロナ
ウィルス対策を徹底している。
鑑賞の際はチェックを。▶▶▶

ハイクラスの演奏をオンラインで

自宅でアーカイブ配信
を楽しむ！

おうちで

公演3日後から8/31
（火）
23:59まで配信
出張ミューザ＠しんゆり！を
オンラインで。

今年もライブ配信決定！

※要オンライン鑑賞券

C h ec k

1

オンライン配信“だからこそ”の
普段は見られない姿がそこに
バックステージでの演奏者の様子、客席か
らは見られない位置からの鑑賞が可能なの
もオンライン配信ならでは。

ホールで

ホールで鑑賞する1番の魅力とい
えば、その “ライブ感”。客席をぐ
るりと取り囲む
「ヴィンヤード
（ぶ
どう畑）
」
形式のホールは、席を選
ばずとも美しい音色が楽しめる設
計。座席によって見え方や聴こえ
方が異なるため、聴きくらべてみ
るのもおすすめだ。

C h ec k
昨年の配信を
お試し視聴！

2

高音質かつ臨場感たっぷりにス
テージの様子をライブ配信
（一部
アーカイブ配信のみ）
。アーカイ
ブ配信も行うので、ホールで鑑
賞後、改めて自宅で楽しむこと
もできる。人気番組
「題名のない
音楽会」
の元プロデューサーが
制作に参加。配信ならでは
の楽しみも満載だ。

ナビゲーターが引き出す
演奏者やオーケストラのさまざまな魅力
当日出演する演奏者を、ナビゲーター・竹平晃子
さん
（写真）
がインタビューとともに紹介するなど、
上質な音楽番組のような構成で公演を楽しめる。

お得なセット券も販売
“全公演鑑賞”もおすすめ！
ホール座席券よりも割安なので、より多くの
公演をこの機会に視聴したい。

7/8（木）

オンライン鑑賞券
発売開始

ミューザWebチケット

http://muza.pia.jp/
チケットぴあ

https://t.pia.jp/
※セット券は
「ミューザ
Webチケット」で取り
扱い

ホール座席券も好評発売中！
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■文学部
■神道文化学部
■法学部
■経済学部

國學院大學
もっと日本を。もっと世界へ。

■人間開発学部
■観光学部（仮称）
※2022年4月設置認
可申請中

恵泉女学園大学
人生を豊かに自分らしく生き抜くために

◆オープンキャンパス

◆オープンキャンパス ※すべて予約制

● 来場型 ※前日までに要予約
8/21㈯・22㈰、9/12㈰

● 来場型
7/22㈷、8/1㈰・21㈯、9/5㈰、
10/10㈰、11/7㈰

個別相談
（教員・学生）
、キャンパスツアー、トー
クショー、資料配布など。※渋谷キャンパス、
横浜たまプラーザキャンパス同時開催

入試概要説明、在学生による学科紹介、個別相
談、キャンパスツアー、教育農業ツアー、授業
体験など。

● オンラインコンテンツ

渋谷区東4-10-28
JR・東急線渋谷駅から徒歩13分
https://www.kokugakuin.ac.jp/
e-mail :exam@kokugakuin.ac.jp

詳細はこちら

和光大学

■現代人間学部
■表現学部
■経済経営学部

自主性や積極性を高めて、個性を伸ばす

● オンライン ※入退場自由
7/3㈯、8/13㈮、9/25㈯、10/23㈯

【問い合わせ先】入試広報室
蘂042-376-8217

入試概要説明、SDGs超入門、個別相談、SDGs
関連授業体験、国際交流プログラム紹介など。

多摩市南野2-10-1
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10分
https://www.keisen.ac.jp/
e-mail :nyushi@keisen.ac.jp

予約、詳細はこちら

横浜美術大学

■美術学部

10コース12専攻で創造力を育む

◆オープンキャンパス ※すべて完全予約制

◆オープンキャンパス ※すべて予約制

● 対面型

● 来場型

〈さっくりオープンキャンパス〉
7/17㈯

7/31㈯、8/1㈰
大学説明会、入試説明会、実習室やアトリエを
巡るキャンパスツアー。

学校説明、個別相談など。

●

〈じっくりオープンキャンパス〉
学校説明、個別相談、全学科
（専修・コース含む）
の模擬授業など。

大学説明会、入試説明会、実習室やアトリエか
らのライブ配信、特別講演。
【問い合わせ先】入試・広報

蘂045-963-4066

町田市金井ヶ丘5-1-1
小田急線鶴川駅から徒歩15分
http://www.wako.ac.jp/
e-mail : go@wako.ac.jp

横浜市青葉区鴨志田町1204
東急田園都市線青葉台駅からバス10分
http://www.yokohama-art.ac.jp/
e-mail : hamabi@yokohama-art.ac.jp

▼

蘂044-988-1434

予約、詳細はこちら

オンライン

7/18㈰、8/22㈰、10/3㈰

8/8㈷・21㈯、9/12㈰、10/3㈰
【問い合わせ先】入試広報室

▼

動画コンテンツ
（基本情報、入試説明、学部・学
科紹介、模擬授業）
、バーチャルキャンパス見
学などを公開中。

▼

【問い合わせ先】
総合企画部入学課（渋谷キャンパス）
蘂03-5466-0141

■人文学部
■人間社会学部

予約、詳細はこちら

▼
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共 学

東京農業大学第一高等学校

桐蔭学園高等学校

知耕実学で本物の体験を

6

共 学

自ら考え判断し行動できる力を

「知耕実学」
を教育理念として本物に触れる実学をベ

グローバル化が進み、技術革新が絶え間なく続く、

ースに数多くの実験や実習を実施している。東京農

変化の激しいこれからの社会で主体的に生き抜くた

大を併設しているが、国公立大学・難関私大への進

めの資質・能力を、アクティブラーニング型授業・

学が多い。部活動も盛んで、馬術部・生物部は全国レ

探究・キャリア教育の３つの柱で育てる。力強く大

ベルで活躍。親身な指導と誰もが一生懸命打ち込め

学で学び、仕事・社会で活躍するための力を“新しい

る環境があり、充実した3年間を送ることができる。

教育のカタチ”で育んでいく。

蘂045-971-1411
■学校説明会
9/19㈰、
10/24㈰、11/21㈰

蘂03-3425-4481
世田谷区桜3-33-1
アクセス：小田急線経堂駅から
徒歩15分、東急田園都市線桜新
町駅から徒歩20分

東京農大第一

＝

■文化祭（桜花祭） 9/25㈯・26㈰ 各10時〜
変更の場合あり。入試コーナーあり
※詳細はHPで確認を

※日程は

検索

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

共 学

共 学

「行学一如」
で人間力を育てる

23学部62学科を誇る大学と一貫教育を展開し、
付属

駒澤大学推薦と難関他大学進学のいずれの進路も可

推薦制度を利用して約80%の生徒が東海大学へ進

能とする2コース制、活発な部活動と多彩な行事、仏

学。
全国から付属生が集う
「学園オリンピック夏季セミ

教を礎とした心の教育。この3つの教育プログラムで

ナー」
やハワイ中期留学、
同校独自のニュージーランド

生徒の人間力を育てる同校。アットホームで伸び伸

中期留学など、
達成感あるプログラムが充実する東海

びとした校風で、
「行学一如」
の理念のもと、学業にも

大相模で、仲間とともに、価値ある3年間を過ごそう!

学校生活にも真摯に取り組む生徒を育成している。

■オープンキャンパス
＝

蘂03-3700-6131

蘂042-742-1251

■学校説明会

相模原市南区相南3-33-1
アクセス：小田急線小田急相模
原駅から徒歩8分

10/2㈯・9㈯・17㈰・30㈯、
11/20㈯
※日程は変更や中止の場合あり。詳細はHPで確認を

検索

東海大相模

■帰国子女対象説明会
（中3生対象） 7/17㈯ 10時〜
※上記はすべて定員あり
※詳細はHPで確認を。すべて ＝ （１カ月前〜）

駒澤大学高等学校

2022年度入学生から新制服へ！

8/21㈯

10/30㈯、11/6㈯・20㈯ 各10時〜、14時30分〜

検索

桐蔭学園

東海大学付属相模高等学校

■学校説明会（中3生対象）

世田谷区上用賀1-17-12
アクセス：東急田園都市線桜新
町駅・用賀駅から徒歩13分、小
田急線千歳船橋駅からバス10分

検索

駒大高校

ひじり

が

お か

多摩大学附属聖ヶ丘高等学校

共 学

■学校見学会 7/24㈯〜8/28㈯の毎土曜 各10時〜、14
時〜、9/4㈯〜11/27㈯の毎土曜 各15時〜 個別相談あり
※学校説明会・文化祭開催日を除く
＝
■学校説明会 10/23㈯、
11/6㈯・20㈯、
12/4㈯ 各15時〜
個別相談あり
＝
■文化祭
（駒大高祭） 10/2㈯・3㈰ 入試相談コーナーあり

日本工業大学駒場高等学校

共 学

本物から本質に迫る
「Ａ知探Ｑ」

日駒は新たな目標に向けてスタート

少人数で、細やかな生徒指導を行う共学校。教育の

2008年に普通科を併設以来、
中堅進学校の完成を目

キーワードは
「Ａ知探Ｑ」
。Answerを一つ得ても、ま

指し学習支援に力を入れ大学合格実績も伸長してい

た新たなQuestionが生まれる。その繰り返しが深い

る。
2021年度募集より工学系学科の募集を停止し、
普

学びにつながり、学びを追究する楽しさを知ってい

通科専一校として新たな目標に向けてスタートした。

く。こうして生徒たちの資質・能力を伸ばしていく。

生徒一人ひとりの
「良さ」
を見いだし、
育むことで
「高い

一歩先を見据えた
「学びの本質」
がここにある。

自己目標の実現」
と
「楽しい学校生活」
の調和を目指す。

蘂042-372-9393
多摩市聖ヶ丘4-1-1
アクセス：小田急多摩線小田急
永山駅・京王相模原線京王永山
駅からバス12分、京王線聖蹟桜
ヶ丘駅からバス16分
（小田急・
京王永山駅、聖蹟桜ヶ丘駅から
スクールバスもあり）

多摩大聖

検索

■学校説明会
10/2㈯、11/6㈯ 各14時〜
＝ （１カ月前〜）
※上記以外でも、電話予約の上、説明・案内可

蘂03-3467-2130
目黒区駒場1-35-32
アクセス：京王井の頭線駒場東
大前駅から徒歩3分、東急田園都
市線
「池尻大橋駅」
から徒歩15分

日駒

検索

■学校説明会 7/17㈯、9/25㈯、10/23㈯、11/6㈯ 各
14時〜、8/1㈰ 10時〜
■日駒祭
「個別相談会」 9/11㈯・12㈰ 各9時〜16時
■オープンキャンパス 8/21㈯、
10/10㈰ 各9時〜12時
■部活動体験会 8/24㈫・25㈬・26㈭・27㈮ 各9時〜16時
※詳細はHPで確認を。すべて ＝
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共 学

成城学園高等学校

「拓く力、
編む力、
変化する力」
を育む

高校1年から始まる高大連携プログラム

学びの軸は
「自学自習」
と
「自治自律」
。一人ひとりが自分の

61万㎡の広大なキャンパスに幼稚部から大学・大学院

興味関心を広げ、持っている力を最大限に発揮することを

までが集う総合学園。
「全人教育」
「探究型学習」
「国際

大切にしている。時には厳しく自分を律しながら、他者を

教育」
を教育の柱として、
大学の学修に必要な資質・能

尊重し、社会のよりよい形を作るために働きかけられる力

力を身に付ける。高大連携プログラムでは、
玉川大学

を育む。生徒の学びを中心に
「伝続」
と
「革新」
の両方を大切

への内部進学希望者が高校3年生から大学の開設科

にした教育が特長だ。

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8分

成城学園高校

目を履修でき、入学後単位認定される。

■学校説明会
10/9㈯、
11/13㈯、
12/19㈰ 各14時〜
※すべて ＝

蘂03-3482-2104

■夏休み！部活体験／SSH体験
（中2・3生対象）

蘂042-739-8931

※上記説明会の他にオンラインによる説明会や個別相談
を実施予定。詳細はHPで確認を

検索

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

検索

玉川学園

＝

共 学

横浜翠陵高等学校

きみの
「シンカ」
は麻布にある

Think ＆ Challenge!

学力や目標に合わせて
「S特進クラス」
「特進クラス」
「進

「Think ＆ Challenge!」
のモットーのもと、
幅広い選択

学クラス」
を設定。国公立大学・難関私立大学・麻布

を可能にする３コース制を設置。国公立大学を目指

大学など一人ひとりの適性と希望に見合った進路を応

す特進コース、
世界に寄与できる人材を育成する国際

援している。進級時にクラス間の入れ替えがあるため、

コース、自分にとって最適な進学を可能にする文理

３年間緊張感をもって授業に取り組むことができるの

コース。いずれのコースでも
「考え、挑戦する」
経験

も特長。難関大学の合格者は毎年増加傾向にある。

を積み重ね、仲間と高め合いながら未来を目指す。

蘂045-921-0301

■オープンスクール 8/28㈯
＝
■学校説明会 10/17㈰、
11/23㈷・28㈰

＝

蘂042-757-2403

■部活動・校舎見学会 9/25㈯、
11/20㈯

＝

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

■個別進学相談会 10/23㈯、
11/6㈯・13㈯・20㈯、
12/4㈯ 各13時30分〜17時
＝

検索

7/26㈪ 10時〜

■学校説明会
一般クラス対象 9/11㈯ 10時〜、
10/22㈮ 19時〜
IBクラス対象 9/11㈯ 10時〜、
9/17㈮ 19時〜
＝ （1カ月前〜）

す い りょう

共 学

麻布大学附属高等学校

あざぶふぞく

共 学

玉川学園高等部

※詳細は未定につきHPで確認を

日本大学第三高等学校

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

検索

SUIRYO

共 学

■ライブ説明会
（Zoom）
7/24㈯、8/21㈯ 各10時〜11時
■学校説明会
9/18㈯、10/23㈯ 各14時〜15時30分 ※定員あり
■Web説明会 9/18㈯、10/23㈯ 各14時〜
※詳細はHPで確認を。すべて ＝

共 学

駒場学園高等学校

ICTを駆使し、
授業をオンライン配信

「知的探究心」
を養い、
自ら学ぶ人間に

15万㎡という東京屈指の広さを誇るキャンパス。運

学園創立70周年を迎え、従来の伝統を継承しつつ

動・文化とも活発な部活動は、高校で80％以上の加

も、新時代の教育環境を整備した新しい
「コマガク」

入率だが、あくまでも
「授業第一」
。全員にタブレット

へと進化。ICTの活用、PBL型の授業、海外研修の

が貸与され、ICT教育も進化。例年、日本大学に半数、

充実、多彩な学校行事、50種類の部活動など特色

さらに上位の大学に半数が進学。新百合ヶ丘・横浜

あるカリキュラムによって、生徒一人ひとりの可能

青葉エリアから約1時間のアクセスも魅力的だ。

性を最大限に引き出していく。

蘂042-789-5535
町田市図師町11-2375
アクセス：小田急線・JR横浜線
町 田 駅 か ら バ ス20分、JR横 浜
線淵野辺駅からバス13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
バス15分

■入試説明会
10/9㈯、
11/6㈯、
12/4㈯ 各13時45分〜15時

＝

■文化祭
（三黌祭） 9/25㈯・26㈰ 各9時〜15時
ミニ説明会（第二視聴覚室） 13時〜、個別相談（図書室）
11時〜15時 ※文化祭がオンライン開催の場合は中止
※詳細はHPで確認を

検索

日大三

サレジオ工業高等専門学校

蘂042-775-3020
町田市小山ヶ丘4-6-8
アクセス：京王相模原線多摩境
駅から徒歩10分、JR横浜線・京
王相模原線橋本駅からバス5分

サレジオ高専

検索

■学校説明会

蘂03-3413-5561
世田谷区代沢1-23-8
アクセス：京王井の頭線池ノ上・
駒場東大前駅から徒歩10分、東
急田園都市線池尻大橋から徒歩
10分

検索

駒場学園

共 学

10/2㈯・16㈯・30㈯、
11/6㈯・20㈯・27㈯、12/4㈯
各15時〜
＝
■文化祭（若駒祭） ※詳細はHPで確認を
■食物調理科体験授業
10/16㈯・30㈯、11/6㈯・20㈯ 各13時〜

大東学園高等学校

＝

共 学

5年間一貫の準学士課程で未来を開く

三者協議会で生徒を学校づくりの中心に

5年間一貫教育で、高校3年間で学ぶ一般科目と、実

大東学園の大きな特長といえば
「三者協議会」
。生徒、

験・実習の専門科目がバランスよく設置されたユニー

保護者、教職員との学校づくりは20年を迎える。わ

クな
「高専」
。デザイン学科、
電気工学科、
機械電子工

かりやすく丁寧な授業、豊富な選択科目、グループ

学科、
情報工学科の4科で、
ものづくりを学ぶ。企業

学習などで理解を深め生徒一人ひとりが成長してい

からの期待も高く、
同校への求人倍率は20倍。
国公私

くことに力を入れている。幅広いジャンルの部活動も

立大学への3年次編入や、
専攻科への進学も可。

魅力の一つだ。今年度からはiPadが導入された。

■学校説明会 7/17㈯、
8/21㈯、
9/11㈯、
10/30㈯ 各14
時〜16時、8/7㈯、
11/28㈰ 各10時〜12時
■体験入学
7/17㈯、
8/21㈯、
9/11㈯、
10/30㈯ 各9時30分〜12時
※すべて受験相談会あり。個別相談は随時 ＝
※その他のイベントなど詳細はHPで確認を。
すべて ＝

蘂03-3483-1901
世田谷区船橋7-22-1
アクセス：京王線八幡山駅から
徒歩20分またはバス9分＋徒歩
4分、小田急線千歳船橋駅から
徒歩22分またはバス9分＋徒歩
4分

大東学園

検索

■学校説明会 9/12㈰、
10/31㈰ 各10時〜、12時〜、
14時〜 ※11月以降も開催
＝ （1カ月前〜）
■文化祭（大東祭）
10/2㈯・3㈰ 各10時〜14時 個別相談あり
■オープンキャンパス
（大東セミナー） 7/18㈰、8/29㈰
授業体験
（午前）
、部活動体験
（午後）
あり
＝ （1カ月前〜）

私立高校 学校案内
男子校

日本学園高等学校

ミスモ 2021年7月号

桐光学園高等学校

世田谷区松原2-7-34
アクセス：京王線・京王井の頭
線明大前駅から徒歩5分、小田
急線豪徳寺駅から徒歩15分、京
王線・東急世田谷線下高井戸駅
から徒歩10分

検索

日本学園高

ICT完全導入、
全生徒ノートPC所持

創立1885年。
歴史に名を残す偉人を数多く輩出した

高校2年から国立文系・国立理系、私立文系・私立

男子校。目指す進路に合わせ
「特別進学」
「総合進学」

理系の4コースを展開する男女別学の進学校。ICTを

「スポーツ」
の3つのコースを設置。思考力・創造力・

完全導入し、全教室にWifiと大型モニターなどを完

表現力を養う
「創発学」
、短期留学を取り入れたNGP

備。対面式の授業や課題以外に休校にも対応。年間

（Nichigaku Glocal Program）
、自由に組み合わせ可

600講座超の講習制度や国際プログラムも充実。31

■部活動体験見学会 7/22㈷、8/11㈬・21㈯ ※時間は
部活により異なる
＝
■入試説明会 8/21㈯、9/18㈯、10/16㈯、11/6㈯・27㈯、
12/4㈯、2022年1/15㈯ 各14時〜
＝
■入試個別相談会 11/20㈯ 13時〜17時
■オープンキャンパス 7/22㈷ 10時〜

＝
＝

の文化部と20の運動部などクラブ活動も盛んだ。

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）

「わたし色」
満開。それが相模女子
勉強、部活、学校行事。すべてに一生懸命取り組める、

取り組む同校。4技能を意識した英語教育や新しい

絶好の環境。国公立や難関大学への合格実績も着実

入試に対応する探究型授業、ICTスキルを身につけ

に伸びているとともに、相模女子大学への推薦も充

る授業など、
アクティブな学びが充実。併設の女子大・

実。
一方で、
関東・全国レベルで活躍する部活動もたく

短大の看護・管理栄養・保育などは女子に人気の課

さんあり、
学校行事も迫力満点。
親身な先生と頼りが

程。緑豊かな20万㎡のキャンパスに訪れてみては。

いのある仲間に囲まれた3年間を送ることができる。

■学校説明会 6/26㈯、
9/25㈯、
10/23㈯ 各13時30分〜

■個別学校案内 7/31㈯〜8/28㈯ ※祝日を除く

■オープンキャンパス 8/21㈯・28㈯ 各9時30分〜

平日9時30分〜15時、土9時30分〜12時30分

■学校見学会 8/18㈬〜27㈮ 平日10時30分〜

蘂042-742-1442

■学校説明会

■クラブ体験会 10/9㈯、11/6㈯ 各13時30分〜
※すべて ＝

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

9/25㈯、
10/23㈯、
11/27㈯、
12/4㈯ 各14時〜16時

検索

相模女子高

女子校

鶴川高等学校

鶴川高校

検索

12/6㈪・7㈫・8㈬ 各16時〜19時

女子校

2022年4月、
新コース制がスタート！

美しい自然の中に、耐震・安全面を強化した近代的な

グローバル社会や、多様化する大学入試に対応す

校舎が立つ。基礎学力や体力をつけ、将来の夢につ

る力を身に付けるため、2022年度から2つの新しい

ながる豊かな感性を養うとともに、目をかけ、心を

フィールドが誕生。今まで培ってきた世界に目を向

かけ、個性を伸ばす丁寧な指導を行う。優先入学で

け、社会とつながりながら学ぶことに注力する。新

きる併設校のフェリシアこども短期大学では、幼稚

たな学びとして“ミモザプロジェクト”を立ち上げ、一

園教諭二種免許状と保育士資格を同時取得できる。

人の社会人として活躍し続けるための土台を作る。

■学校見学会

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

■入試個別相談会
※すべて ＝

下北沢成徳高等学校

みつけよう希望 かなえよう夢を

蘂044-988-1126

女子校

90年以上続く伝統をさらに進化させ、最新の教育に

検索

Komajo

■帰国生対象説明会 8/7㈯ 14時〜15時40分
＝
※現在、HP上に学校プロモーションビデオを公開中

相模女子大学高等部

確かな女性教育と新たな学習チャレンジ

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

■学校説明会 7/25㈰、8/8㈷・9（振休）
、9/12㈰、
10/3㈰・
24㈰ 各10時30分〜12時10分、14時〜15時40分、
10/30㈯ 13時30分〜15時10分
＝

検索

桐光学園

女子校

駒沢学園女子高等学校

蘂042-350-7123

別 学

人は得意な道で成長すればよい

能なモジュール講習などで確かな学力を身につける。

蘂03-3322-6331

8

7/24㈯・31㈯、
9/25㈯ 各10時〜13時

■個別相談会 8/8㈷・28㈯ 各10時〜13時

＝ ・

■体験学習 8/21㈯、
9/18㈯ 各9時〜12時

＝ ・

入試相談あり
■文化祭 10/23㈯ 9時30分〜13時
※詳細はHPで確認を

■学校説明会・個別相談会 7/3㈯ 14時〜、
9/4㈯ 13時〜
■学校見学会 7/17㈯・24㈯・26㈪〜30㈮ 各10時〜、
14時〜、7/31㈯ 10時〜

蘂03-3468-1551
世田谷区代田6-12-39
アクセス：小田急線・京王井の
頭線下北沢駅から徒歩4分

検索

下北沢成徳

■部活体験会＆mini説明会 7/31㈯ 14時〜
■オープンスクール 8/28㈯ 13時30分〜
※詳細はHPで確認を。すべて ＝

日本女子大学附属高等学校
恵まれた環境で過ごす3年間
大学附属校、自然豊かな校地、自由な校風という恵
まれた環境が、生徒たちの活発な学校生活を支えて
います。幅広い知識と豊かな教養を身につける学習
活動、学校生活を主体的に動かす自治活動を通して、
自ら考え、自ら学び、自ら行動する、人間性豊かな
女性を育てます。

蘂044-952-6705
川崎市多摩区西生田1-1-1
アクセス：小田急線読売ランド
前駅から徒歩10分

日本女子大学附属高

検索

●学校紹介・見学会
10/16㈯ 13時〜
●学校説明会
11/13㈯ 12時30分〜 校内見学、14時〜 説明会
※詳細はHPで確認を。すべて ＝

女子校

9
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ミスモ

2021年7月号

10

［グルメ］

「土用の丑」
はうなぎでパワーチャージ
寺家町に佇む古民家風の店で、初夏の風を感じながら極
上のうなぎを。創業以来50年注ぎ足してきたタレが、
肉厚なうなぎに絡み絶妙な味わいに。滋養あるうなぎで
夏を元気に過ごそう。サクサクの天ぷらやそばもおすす
め。コロナ禍でも感染対策をしながら営業中。

/GPW
上うな重
（松）
天せいろ
半うな重と天ぷらそば

4,620円
1,540円
3,080円

じ け の まんりょう

新百合ヶ丘

うなぎ・田舎蕎麦 寺家乃鰻寮
蘂045-962-7338

下麻生
寺家ふるさと村

横浜市青葉区寺家町414 四季の家 賚11
時 〜20時30分
（L.O.）
/ラン チ
（L.O.14時
30分） 贊火曜 猾あり http://www.
mismonet.com/navi/245/

早野

注目
「土用の丑」
の日は7/28㈬。しっかり
食べて元気に！

［グルメ］

［ショップ］

通し営業中！夏限定ランチメニュー登場

高性能の冷感寝具でひんやり感長持ち

九州各地の名物料理が味わえる。現
在、
ランチからディナーまで通し営
業で、昼夜の全メニューを提供中。
馬刺し、鉄鍋餃子、三浦港直送の
刺身など、ディナー限定メニュー
もランチタイムに食べられる。夏
限定の
「ホルモン焼き」も登場。個
室もあるので、ゆったり味わって。
アートセンター
世田谷通り
駅入口
JA

注文時に
「ミスモを見た」
と一言を。他の割引との併用不可。
【2021年7月31日迄有効】

ファミリーマート

丘

ヶ

合

百

新

田

デザートセットプレゼント

川崎市麻生区万福寺1-1-2 シティモー
ル2F 賚11時30分〜21時
（ランチL.O.
14時30分、ディナーL.O.20時30分）
無休

区役所南

町

蘂044-322-8800

ミ スモ 特 典

至

九州料理 獅子丸 新百合ヶ丘店

［ビューティー・リラックス］

羽毛ふとんの
リフォームも
気軽に相談を！

夏のダメージ肌にアプローチ
黒川駅から徒歩1分、オールハン
ドの確かな施術が評判の明るく
居心地の良いサロン。肌診断やカ
ウンセリングでその人に合った
ケアを提案。デコルテマッサージ
を含むスタンダードコース
（50
分）がおすすめ。個室空間での施
術で、感染防止対策も万全。エ
ステセラピスト募集中。

/GPW
「PCM シート」
を使用した枕パッド。寝苦しい夏の
夜を快適に。

スイス シェラー社の
「PCM シート」
は、さま
ざまな気温下で過酷な任務を行う宇宙飛行士
のために開発された商品。温度変化に反応し
適温に調整する。人気の
「PCM ひんやりパッ
ド」
は、ひんやり感が長時間持続。さらに抗菌
機能で、清潔な状態をキープ。また羽毛診断
士による
「羽毛ふとんのリフォーム」
も好評だ。
「羽毛を抜いて夏仕様の薄手に」
といった要望
にも応えてくれる。

MENARD フェイシャルサロン
鶴

川

街

道

ラピ・マージュ
蘂044-986-8834

黒川

川

黒
線
摩
多 丘
ヶ
百合

急

至新

田

小

川崎市麻生区南黒川2-5
賚10時 〜20時 贊 第2月・日 曜、第4
土・日曜 猾あり 要予約

PCM 冷感枕パッド20％OFF

スタンダードコース
（50分）
2,200円

本誌持参で購入された方。なくなり次第終了。
【2021年7月31日迄有効】

新規の方。初回特別価格。【2021年9月30日迄有効】

［グルメ］

ス リ ー プ

19,800円〜
11,000円〜
6,600円
5,500円
26,400円〜

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

ミ スモ 特 典

ミ スモ 特 典

PCM 敷きパッド
ひんやり冷感敷きパッド
冷感ピローパッド
PCM 冷感枕パッド
羽毛ふとんリフォーム

丘

ヶ

合

百

新

宿
新
至
オーパ
エルミロード

イオン
スタイル
横浜銀行

［グルメ］

港町・小田原で味わう旬の鮮魚料理

おいしくリーズナブルな焼肉で元気に！

自家製ジュースまたはコーヒー無料
お食事をされた方。
【2021年7月31日迄有効】

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://irifune-group.com

田
小

ミ スモ 特 典

蘂0465-24-3400

原

寿司・海鮮料理 入船 小田原駅前店

竹の花
みずほ銀行
万葉の湯

お城通

栄町1

川信

町

田

マルエツ

至

小田原駅徒歩1分のところにある
「入船」
。小田原漁師から直送され
た厳選鮮魚が、ランチから気軽に
楽しめると人気だ。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。カルパッチョ
や刺身など、今が旬の鯵を使った
メニューも存分に味わえる。

柿
生

柿生駅から徒歩1分。提灯が下がり、昭和レトロな雰囲
気のホルモン焼きの店。その日さばいたホルモンを炭火
七輪で焼けば、旨みと香ばしさが加わり口の中には肉汁
が。まる腸、ギアラなど珍しい部位も食べられると評判
だ。締めはスペシャルおじやがおすすめ。

いくどん 柿生店
蘂044-986-1147 川崎市麻生区上麻生5-44-27
賚 月〜 土17時 〜23時
（L.O.22時30分 ）
、日・祝16時 〜22時
（L.O.21時30分）贊無休 http://www.ikudon-kakio.com/
注目
人気の
「いくどん風サラダ」は、箸休
めにぴったり。
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器 も 1 日 に 1︑２ 回 は
洗い︑いつでも清潔な
お水が飲めるようにし
てあげましょう︒

食器に細菌やカビが増
殖していたら意味があ
りません︒食事を入れ
る食器は毎回きれいに
洗い︑お水を入れる食

夏もおいしく！
すると︑増殖を許して
しまいます︒
おいしく安全な状態
で食べてもらうため
に︑開封後1〜 ２週間
程度で食べきれるサイ
ズのフードを用意する
とよいでしょう︒一般
今回は食事の保存方
法についてお話ししま
した︒食事は毎日食べ
るものなので︑その良
し悪しが日々の健康に
直結します︒今一度︑
ワンちゃんネコちゃん
のため︑食事を中心と
した衛生管理を見直し
てみてください︒

http://saitoah.com/

的 に︑ 猫 は 5 0 0g︑
小型犬ならば1㎏ ︑中
型 犬 は 1・5 ㎏ ︑ 大 型
犬 は 2・5 ㎏ が︑ 1 〜
２週間程度で食べきれ
る量となります︒1〜
２週間で食べきれない
量の場合は小分けにし
て冷蔵庫で保存しま
しょう︒また︑それに
加えて気を付けなけれ
ばならないのが︑食事
やお水を入れる食器の
衛 生 管 理 で す︒せ っ か
くドライフードの保存
に 気 を 付 け て い て も︑

電
話 044-986-2885
住
所 川崎市麻生区下麻生3-25-36
診療時間 平日 9:00〜12:30／15:00〜18:30
日祝 9:00〜12:30 水曜休診 予約制

ワンちゃんネコちゃ
んの食事はどのように
保存していますか？高
温多湿になる夏場に間
違った保存方法をした
フードを与えると︑体
調を崩してしまうこと
もあります︒そこで今
回は食事の保存方法に
ついてお話しします︒
犬や猫の食事である
ドライフードは水分含
有量が少ないので︑長
期保存に向いていま
す︒しかし夏は︑開封
後1〜２週間以上使い
続けていると︑犬や猫
が体調を崩してしまう
事があります︒ご存じ
のように︑高温多湿な
夏は食べ物に細菌やカ
ビが特に増えやすくな
り︑ドライフードもこ
の環境下で長時間放置

斉藤動物病院（日本獣医皮膚科学会会員）
院長 斉藤 邦史 先生
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ミスモ箱根
設置中 約100 カ所以上

Vol.58

夏号 発行になりました！

無料 ご自由にお持ちください

●新百合ヶ丘駅構内 ●新百合ヶ丘エルミロード ●町田駅 ●向ヶ丘遊園駅 など

特集

写真に撮りたいとっておきの一瞬
A4 サイズ 36 ページ オールカラー

Instagram キャンペーン
温泉やグルメ、美術館など、箱根・小田原の情報を掲載している「ミスモ箱根」では
Instagram（インスタグラム）を開設しました。そこで、あなたのおすすめする
箱根・小田原エリアのベストショットを応募して、魅力を発信していただくキャンペーンを実施します。
応募者の中から抽選で豪華な賞品をプレゼントいたしますので、ぜひ投稿をお願いします。

お

ロー
す
フォ
しま
い
が
ね

箱根・小田原
の魅力
再発見！

ミスモ箱根インスタグラム
誌面ではお伝えできない情報いっぱい！

@mismo̲hakone̲magazine

キャンペーン詳細
●応募期間

2021 年 6/18（金）〜9/12（日）までに投稿されたもの

●応募方法

Instagram のハッシュタグに「＃ミスモはこね 2021」を付け、
箱根・小田原周辺の写真と一言エピソードを一緒に投稿してください。
※撮影時期は直近でも過去写真でも O K です ※複数の応募が可能です（1 投稿につき 1 応募）※必ず自分で撮影したオリジナ
ル写真を投稿してください ※非公開アカウント・企業アカウントからのご応募は対象外となります ※日本在住の方のみのご
応募に限ります ※当選写真は「ミスモ箱根」の Instagram で紹介する場合があります

●当選者の発表
当選者には 2021 年 10 月頃に Instagram のダイレクトメッセージでミスモ箱根編集部より個別に連絡いたします。
当選のダイレクトメッセージ送信後にご連絡がつかない場合は当選無効となります。

プレゼント
応募された方の中から
抽選で箱根の宿泊券をはじめ豪華な賞品をプレゼント

星野リゾート

界 箱根

箱根ロープウェイ

箱根海賊船

優待券

乗船券

5 組 10 名

5 組 10 名

平日宿泊券
1泊2食

1組2名

箱根湯寮

彫刻の森美術館

箱根ガラスの森美術館

入浴券

入館券

入館券

5 組 10 名

5 組 10 名

5 組 10 名

星の王子さまミュージアム

箱根園水族館

入園券

入館券

5 組 10 名

5 組 10 名

●主催 株式会社インクルーブ
ミスモ箱根編集部

のご応募
たくさん
います！
て
お待ちし

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❶cu−mo 箱根 https://www.hakoneropeway.co.jp/cu-mo-hakone/
❷星野リゾート 界 箱根 https://kai-ryokan.jp/hakone/
❸箱根海賊船 https://www.hakone-kankosen.co.jp/
❹星の王子さまミュージアム https://www.tbs.co.jp/l-prince/
❺箱根神社 http://hakonejinja.or.jp/
❻彫刻の森美術館 https://www.hakone-oam.or.jp/
❼箱根カフェ https://www.odakyu-hotel.co.jp/hakone-cafe/
❽囲炉裏茶寮 八里 https://www.hakoneyuryo.jp/
❾小田原 御幸の浜

●注意事項
●以下のものは審査対象外（個人・企業・団体などを中傷したり、プライバシーを侵害するもの、第三者の著作権・商標権・肖像権などを侵害するもの、
公序良俗に反するもの、本企画の趣旨に反するまたは無関係なもの、Instagram の利用規約に反するもの） ●アカウントを「非公開」にしている場合、
またはアカウントを削除した場合は当選対象外です
●プレゼントの換金・交換はできません ●審査に関する問い合わせはできません
●入賞者
の個人情報は、賞品発送以外には使用しません
●入賞したことに起因するいかなる損失、負債、被害、費用、そのほかの申し立てについて主催者
は一切責任を負いません ●本キャンペーンは、Instagram が支援・承認・運営・関与するものではありません
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グルメ

ショップ

期間限定で「しょうがの国」へ

グルメ

1周年を迎える補聴器専門店

14

イベント

豊かな庭園を彩る初夏の味覚

7/31㈯キッズ向け講座開催

※写真はイメージ

マプレ2階にある人気店。7・8月限定で、仕事
着や生姜クッキーなども販売する
「しょうがの
国」としてリニューアルする。生姜五目丸太ご
はんが付いた「竹筒釡あげいなりうどん」など新
メニューも登場。

たまプラーザ駅徒歩5分の「リオン補聴器セン
ター」が、開店1周年を迎える。認定補聴器技
能者が在籍する認定補聴器専門店なので、聞こ
えに関する困りごとは気軽に相談を。7/31㈯
までの来店で粗品をプレゼント（数量限定）。

自慢の季節料理とともに、初夏の光に包まれた
テラスやライトアップされた夜の庭の風情を楽
しんで。この時期のおすすめは「初カツオのマ
リネ」。わらでいぶして香りをつけ、香味野菜
などでさっぱりといただける一品だ。

キッズワークショップ
（ビーズリング、
ハーバリ
ウム、
フェルトアート。各2名）
を開催。tvkハウ
ジングプラザ新百合ヶ丘センターハウス2階。
10時15分〜、
11時〜、
12時45分〜、
13時30
分〜、
14時30分〜。参加費600円。要予約。

たまプラーザリオン補聴器センター

あざみ野うかい亭

お花のとうかえん Toukaen Garden

川崎市麻生区上麻生1-6-3 マプレ2F
賚11時30分〜14時/17時〜20時 贊火・水曜

横浜市青葉区美しが丘5-2-14 たまセンター第2ビ
ル1F 賚10時〜18時30分 贊日曜、祝日
http://k-rionet.jp

横浜市青葉区あざみ野南2-14-3 賚平日11時〜14
時（L.O.）/17時〜22時、土・日・祝11時〜22時30
分 贊火曜
（水曜不定休）猾あり

https://www.toukaen.co.jp/flower/index.html

レジャー

ショップ

ショップ

スクール

生姜料理

しょうが

蘂044-951-9797

蘂045-530-5196

蘂045-910-5252

蘂090-2552-0112（申し込み受付／担当 岡本）

芦ノ湖でサンセットクルーズ

7月10日は納豆の日

毎日の食卓に古代小麦パンを

親子で遊ぼう＆説明会を開催

開放感あふれる海賊船デッキで芦ノ湖の風を感
じながらサンセットクルーズを。空と湖がオレ
ンジ色に染まる瞬間を堪能しよう。乗船料金は
ワ ン ド リ ン ク 付 き で 大 人2,650円、 小 学 生
1,550円。毎週土曜運行、詳細はHPで。

創業75年、老舗納豆メーカーの「北海道小粒納
豆」は、納豆では世界初のモンドセレクション
優秀品質金賞受賞。独自製法のふっくら甘みの
ある昔ながらの味は、オンラインストア「豆の
蔵」
でも購入可。

ミネラルや食物繊維が豊富な古代小麦の原種、
アイコーンを使用したパンが人気。カボチャやひ
まわりの
「生きた種」
をのせたパンも。葉山の老舗
料亭
「日影茶屋」
から誕生した、保存料など不使用
のマクロビオティック商品も並ぶ。

「自分っていいなと思える子に」を教育目標に、
本物の体験を重視する同園。7/10㈯9時30
分〜、親子であそぼう会＋入園説明会を開催す
る。9月には保育見学会も。2歳児親子教室
「は
らっぱ」の参加者も募集中！詳細はHPで。

箱根海賊船

豆の蔵

ケルン

和光鶴川幼稚園

神奈川県足柄下郡箱根町箱根161
https://www.hakone-kankousen.co.jp/

川崎市麻生区岡上488-1
賚9時30分〜17時30分
https://mamenokura.com/

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）

町田市真光寺町1271-1 猾あり
http://www.wako.ed.jp/k2/

蘂0460-83-6325

蘂044-988-4577（豆の蔵係）

■7/6㈫ 13時〜14時、
7/13㈫ 11時〜12時
野菜ソムリエCanacoさん

「菜食健美カフェ」
定員：各回12名 参加費：500円
■7/17㈯ 11時〜11時30分、12時〜12時30分

「11ぴきのねこ」ほか
ひまわり人形劇団公演
定員：各回親子5組 参加費：無料
■7/31㈯ 10時30分〜11時30分

「黒板付きレターラックを作ろう♪」
講師：直井絵里子さん
定員：親子5組 参加費：1,000円
対象：園児〜小学生

しんゆり交流空間 リリオス

蘂044-951-0533

7・8 リリ
月の
プロ オス

■8/5㈭ 14時30分集合
記事を書いたり取材にチャレンジ♪

「商店盛り上げキッズ
キッズ記者募集!!」

グラ
ム

取材先：ケルン
（パン屋さん）※詳細はHPで
定員：6名 参加費：500円 対象：小学3〜6年生
■8/26㈭ 10時〜12時30分

「ステンドグラスのサンキャッチャー（飾り）」
講師：栗山美佐子さん
定員：8名
（子連れ不可） 参加費：2,000円

参加申込みはWEBサイトにて http://www.lirios.jp

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

蘂042-735-2291

Topic

横浜市・川崎市・大学4校が連携

保育士を目指す学生に向けたサポート制度
社会を支えるエッセンシャルワーカーとして保育士の重要性が注目され
ている。長く安心して働けるように、国や自治体による支援が行われ、
横浜市・川崎市および4大学※が協力して、保育士を目指す学生を支援す
るリーフレットを、高校生や大学生に配布している。これからも同大学
では、地域の子育て環境改善に協力していく。
※駒沢女子短期大学、
洗足こども短期大学、
田園調布学園大学、
東洋英和女学院大学
（50音順）

田園調布学園大学

TEL.044-966-6800（入試・広報課）

川崎市麻生区東百合丘3-4-1

https://www.dcu.ac.jp/

横浜市
リーフレット

川崎市
リーフレット
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ショップ

グルメ

スクール

イベント

特製ジェラート片手に海辺へ

夏限定メニューが新登場！

学校説明会を開催

「夏越の大祓」で疫病封じを

小田原近郊の旬の食材を使った自家製ジェラー
トの専門店。神奈川県産「湘南ゴールド」のビー
ルもおすすめ。レンタルハンモックやレンタル
温水シャワーも完備しているので、
特製ジェラー
ト片手に10ｍ先の海岸で楽しんでは。

家族の集まりなど夏の宴は、昭和2年創業の江
戸前すしと本格和食の老舗で。
「夏の恵み膳」
（5,060円）は、さざえのつぼ焼き、ハモのに
ぎり、魚介料理など、旬の味覚が満載の期間限
定メニュー。夏だけの美味をじっくり味わって。

アクティブ・ラーニングを重視し、知識の習得の
みならず課題の発見・解決に向けて、主体的・対
話的で深い学びの授業を行う学校だ。学校説明
会は、保護者のみ7/10㈯、児童・保護者向け
8/7㈯・21㈯・26㈭に開催。詳細はHPで。

一年の前半の災厄を払い、残りの後半も無病息
災にと茅の輪をくぐり祈る神事。茅の輪の設置
は6/27㈰〜7/31㈯。夏詣参拝、御朱印の頒
布は8月末まで。志村宮司オリジナルの「夏詣
御朱印」
（印刷）も頒布。

帝京大学小学校

武州柿生

蘂042-357-5577

蘂044-988-0045

多摩市和田1254-6
https://www.teikyo-sho.ed.jp/

川崎市麻生区王禅寺東5-46-15
http://www.kotohirajinja.net/

ショップ

サービス

ことひら

りゅう ぐう ど う

手作りジェラート専門店

蘂0465-87-7496

龍宮堂

神奈川県小田原市本町3-4-20
賚11時〜22時 贊不定休

グルメ

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

アート

琴平神社

365日1食からお届け！

新しいフィギュアが登場

書籍、文具が豊富にそろう

豊かな自然環境の永久供養墓

カロリー控えめな「まいにち七菜」
、旬の食材と
調理法にこだわる
「こだわり八菜」などをお届
け。前日18時までの注文で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。今
春から横浜市青葉区、町田市の一部も拡張。

『星の王子さま』とその作者サン テグジュペリ
がテーマの世界唯一のミュージアム。作者の生
涯をたどる展示に加え、フランス風の街並みと
ヨーロピアン・ガーデンが楽しめる。6月に新登
場した新フィギュア
「ヘビと王子さま」
にも注目。

小説やビジネス書はもちろん、話題のコミック、
参考書、雑誌など豊富な品ぞろえ。2階のセレ
クトショップ「faṽori」
には、文具や雑貨が並ぶ。
たまプラーザ駅直結のたまプラーザ テラス 1・
2階にあり、アクセスも良好。

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。リモートでの見学も随時受付中。

有隣堂 たまプラーザテラス店

川崎清風霊園

横浜市青葉区美しが丘1-1-2 たまプラーザ テラス
ゲートプラザ 1・2F
賚10時〜22時 猾あり

受付時間／9時〜17時 贊無休 猾あり
https://kawasakiseihu-reien.jp/

ベネッセパレット

蘂0120-586-112
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/

星の王子さまミュージアム
箱根サン テグジュペリ

蘂045-903-2191

蘂0460-86-3700

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原909 賚10時〜18
時（最終入園17時）贊第2水曜（3月・8月は無休）

蘂044-988-2711
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

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

ミスモ 2021年7月号

本誌掲載の情報は2021年6月現在のものです。本誌に掲載の価格は税込価格です。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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