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幼稚園プレ保育情報
2021年度 未就園児クラス 未就園児とその親を対象に、

「園を知ってもらう」「環境に慣れてもらう」
「子育てを支援する」などを目的として、
プレ保育を実施している幼稚園をご紹介!
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MYTOWN 春の ワクワク ウキウキ♪クーポン

「川崎じもと応援券が使える店」特集
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3 S P E C I A L

servic
e

サービス
腕時計修理専門店  メカニカルウイング

上／修理は一つひとつ職人が対応。
下／大きな看板が目印。

麻生区王禅寺西4-14-29 上條ビル301（1Fがクリーニング
店のビル、新百合ヶ丘駅より車で約5分）　☎︎044-969-5131
営 月～土曜10:30～18:30　休 日曜・祝日、他　 P 3台
http://mec-wing.co.jp/

電池交換20％OFF
その他メニュー10％OFF
※1枚で1人迄有効　

腕時計修理なら専門店のメカニカルウイングで

腕時計修理専門店「メカニカルウイン
グ」は、海外ブランド・国内メーカー問
わず、電池交換からオーバーホール、盤
面の小さなキズ消しまで、さまざまな
修理に対応できる店。他店では断られ
た年代物のブランド腕時計の修理も、
専門店のネットワークを駆使して、でき
る限りの対応をしてくれる。大切な腕
時計も引き出しの中で眠ったままでは
もったいない。新生活が始まる前に、
同店でまた使えるように整備しよう。各
種クレジットカード、電子マネー利用可。

クーポン
利 用で

servic
e

サービス
補聴器専門店 スマート

上／百合ヶ丘駅から徒歩2分。緑の看板
が目印。下／フォナック・ワイデックス
など、主要メーカー各社取扱いあり。

麻生区百合丘1-19-14（百合ヶ丘駅南口徒歩2分）
☎︎044-965-0413　営 9:30～18:00（水曜は訪問優先）
休 第2・第4土曜、日曜　 P 無（近隣に有料駐車場有）
http://hochouki-yuri.com/

30万円以上の電池式補聴器成約時、1年分電池サービス
30万円以上の充電式補聴器成約時、充電器サービス
※1枚で1人迄有効　※先着3人迄

認定補聴器技能者がいる店

百合ヶ丘駅前に開店して14年。専門知
識を持った「認定補聴器技能者」がい
る補聴器専門店。購入前の事前相談
から購入後のメンテナンスまで、トータ
ルでサポートしてもらえると評判。「補聴
器は、百聞は一見にしかずではなく、百
聞は一聴にしかず。説明を聞いても、実
際に補聴器で聴いてみないと分からな
い。難聴者ご本人だけでなく、ご家族を
含め多くの人に聴いてもらい、知ってほ
しい」と話す丸山店長。クーポンは先着
3人限定の成約特典。

クーポン
利 用で

health
健

 康 しんゆり禅寺丸カイロプラクティック

上／痛みの原因や施術方法、その効果な
どを丁寧に説明。下／本場アメリカより
導入した坐骨神経痛専用ベッドを設置。

麻生区上麻生5-43-2-1F（柿生駅南口徒歩10秒）
☎︎044-712-0201　営 10:00～21:00 ※月・金曜10:00～
15:00・17:30～20:00、日曜・祝日15:00迄　休 水曜 ※祝日は臨
時休業の場合有　 P 無　https://www.zenjimaru.com/

30分無料体験
※初回限定　※当日予約限定（13:00以降）
※1日1人迄受付　※2021年4月30日㈮迄有効

柿生駅南口すぐ  カイロで痛みの出にくい健康な体へ

カイロプラクティック（以下カイロ）は、
約100年前にアメリカで開発された脊
椎を調整する治療法。西洋医学が病気
の治療をするのに対し、カイロは健康
増進や予防に力を入れている。「しんゆ
り禅寺丸カイロプラクティック」（NPO
法人 日本カイロプラクティックフィジ
シャンズ協会 会員）では、筋肉・関節・
背骨の調整を行い、痛みがあるところ
だけでなく、体全体を診て痛みの出に
くい体へと導いてくれる。ぜひ一度、本
場のカイロを体験してみては。

クーポン
利 用で

Gourmet
グ

ル
メ カフェ リリオス

上／開放感のあるテラス席。下／3/9㈫
からはテイクアウトメニューも販売開始。
リリオスのランチを持ち帰って味わえる。

麻生区万福寺2-1-22 しんゆり交流空間リリオス内（新百合ヶ
丘駅南口徒歩3分）　☎︎044-281-0003　営 火～土曜11:00～
17:00（ランチL.O.14:00）　休 月・日曜、祝日 ※3/8㈪まで臨時
休業中　 P 提携駐車場有　https://www.lirios.jp/

700円以上（税込）の注文で
ミニクッキー サービス　※1枚で1人迄有効

3/9㈫より営業再開し、テイクアウトメニューも販売！

木の温もりが感じられる店内や、そよ風
吹くテラス席で、落ち着いてランチやお
茶が楽しめる「カフェ リリオス」。店内で
は手作り作家の作品も展示販売してい
る。現在は緊急事態宣言に伴い臨時休
業中だが、3月9日㈫より再開し、テイク
アウトメニューの販売も始める。季節の
野菜とひき肉をたっぷり使ったスパイ
シーなキーマカレー（税込650円）や、店
内メニューでも人気のヘルシーなサン
ドイッチ（税込600円）などを提供予定。
テイクアウトは電話予約がおすすめ。

クーポン
利 用で

servic
e

サービス しんゆり写真工房 彩

上／新百合ヶ丘駅南口からまっすぐ進
むとマプレのアーチが見える。下／同店
はマプレ1階にあり、立ち寄りやすい。

麻生区上麻生1-6-3 マプレ1F（新百合ヶ丘駅南口徒歩3分）
☎︎044-952-4116　営 9:00～19:00（土・日・祝日10:00～）　
休 不定休　 P 提携駐車場有
https://shinyurigaoka-aya.jimdofree.com/

記念写真（撮影+6切写真+台紙貼付）
3,000円OFF　※要予約　※1枚で1組迄有効

各種撮影はプロにおまかせ　地域密着の写真館

新百合ヶ丘マプレ専門店街1階にある
写真館。「証明写真」（予約不要）をはじ
め、春は入学・卒業などの「記念写真」も
おまかせ。撮影・6切写真・台紙貼り付け
がセットで、1ポーズ15,000円・2ポーズ
18,000円・3ポーズ21,000円（税別）。
また、ポートレートやオーディションな
どの「宣材写真」も。撮影・写真・CDデー
タがセットで、全身・上半身各5,000円

（税別）。その他、「終活」として遺影用
写真の事前撮影にも対応。証明写真以
外の撮影は電話で事前予約を。

クーポン
利 用で

Gourmet
グ

ル
メ

陶器ギャラリー・隠れ家和菜  たまり

上／スイーツ懐石の詳細はhttps://www.
tamari-sado-yurigaoka.com/sweets
参照。下／刺身盛（税込2,200円）。

麻生区高石1-11-1-1F（百合ヶ丘駅北口徒歩3分）　☎︎044-951-
1603　営 11:30～20:00（時短営業中）　休 月・火曜　 P 1台

（要予約）　※強制換気システム有 ※来店は4組（1部屋1組)迄
https://www.tamari-sado-yurigaoka.com/

特製ノンアルコールカクテル または 自家製果実酒
1杯サービス　※1枚で1組迄有効（上限人数は要問合せ）

佐渡がテーマの魚と野菜の創作和食

陶芸家の女将が創る一味違う和食の
数々。昼は地場野菜たっぷりの健康的
なカフェレストラン。スイーツも充実し
ていて、毎月特定日には、懐石料理を思
わせる贅沢なスイーツのコース「スイー
ツ懐石」を提供（2月は17日㈬・18日㈭、
各日10人限定、1人税込3,300円、予約
制）。夜はジャズが流れる大人のカウン
ターと、子ども連れでもくつろげる杉板
の床席でゆったりと。床席はお祝い事
など、さまざまなシーンで利用できる。
現在、「リモートお祝い」も受け付け中。

クーポン
利 用で

「MYTOWN 春の ワクワク ウキウキ♪ クーポン」ご利用方法と注意事項
各店共通クーポンです。切り取ってご利用店へお持ちください。
※他クーポンや割引との併用不可
※期間中何度でも利用可。来店1回に使えるクーポンは1人（1組）1枚迄
※有効期限：2021年5月31日(月)迄
　（一部有効期限が異なる店舗有。店舗特有の有効期限やその
　他の注意事項など、詳細は各店舗のクーポン内容参照）
※「川崎じもと応援券」を支払いに使用しなくてもクーポン利用可
※表示価格は特に記載がない限り全て税別価格
※店舗の営業時間は変更となる場合有。最新情報は店舗へ確認を

￥1,0
00

￥1,0
00

利用期限が
5月末まで

延長されました！

「川崎じもと応援券が使える店」特集
お手元にまだ残っていませんか？

   MYTOWNのクーポンも使えておトクなお店をご紹介します！
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Gourmet
グ

ル
メ シフォンDEブー

上／シフォンケーキは1個税込300円～。
下／このロゴマークが目印。

麻生区百合丘1-20-7（百合ヶ丘駅南口徒歩2分）
☎︎080-4295-6115　営 11:00～19:00　休 火曜、第1・3月曜
P 無（近隣に有料駐車場有）
https://www.instagram.com/shihuondebu/

1,000円以上（税込）の購入で
オリジナルラスクプレゼント
※1枚で1人迄有効　※2021年3月31日㈬迄有効

一つひとつ丁寧に焼き上げるシフォンケーキ

ふわっふわの柔らかいシフォンケー
キが人気の専門店。手間暇かけて丁
寧に店で焼き上げるケーキは、しっと
りしていておいしい。紅茶やココアな
どの定番フレーバーの他に、季節のフ
ルーツを使ったオリジナルフレーバー
など、常時8～10種類が並ぶ。安心し
て食べてもらえるようにと、添加物や
保存料、ベーキングパウダーを使わな
い徹底ぶり。米粉や全粒粉を使ったシ
フォンケーキも用意している。いろい
ろなフレーバーを試してみよう。

クーポン
利 用で

Gourmet
グ

ル
メ 麺菜家 尾いけ

上／本日仕込みの叉焼2枚のせ醤油麺と
温玉丼（950円）。下／充分な距離感のあ
る店内。

多摩区西生田3-9-25-2F（読売ランド前駅南口徒歩1分）
☎︎044-966-0870
営 11:30～15:30、17:00～20:00（緊急事態宣言期間中）
休 月曜　 P 無

平日ディナー限定 杏仁豆腐プレゼント
※1枚で1組迄有効　※2021年3月31日㈬迄有効

食材本来の味を生かした、やさしい味わいの町中華

読売ランド前駅南口にある「麺菜家 尾
いけ」。食材本来の味を生かしたやさ
しい味わいは、長年地元に愛されて
きた。麻婆豆腐や小籠包、チャーハン
などの定番料理から、季節の食材を
使った創作中華まで、メニューも豊富
に揃う。酸辣湯麺（スーラータンメン）
や醤油麺もおすすめだが、「本日仕込
みの叉焼（チャーシュー）のせ醤油麺」

（850円）は、あっさりとしたスープと
とろける叉焼がたまらない。家族でも
1人でも気軽に通える店。

クーポン
利 用で

Gourmet
グ

ル
メ kappou とよふく

上／店主が手間を惜しまず丁寧に仕込
む「晩酌セット」（1,300円程度）。下／店
内はカウンター６席とテーブル１０席。

麻生区万福寺６-2-23 MSビル202（新百合ヶ丘駅北口徒歩5分）
☎︎044-819-5596　営 17:00～20:00（時短営業中） ※無く
なり次第閉店　休 水・日曜　 P 無
https://www.instagram.com/kappou_toyofuku/

プレミアム生ビール「白穂乃香」1杯サービス
※緊急事態宣言発令中はプレミアム生ビール「熟撰」を
1杯サービス　※1枚で1組迄有効

カジュアルな雰囲気の中で味わう本格割烹料理

新百合ヶ丘駅北口より徒歩5分の和食
居酒屋。店主自ら市場で目利きをして
仕入れた新鮮な魚介類や、地場野菜
などを使った割烹料理を味わうこと
ができる。日本酒の品揃えも豊富で、
プレミアム生ビール「白穂乃香」を麻生
区周辺で唯一提供している。また、刺
身・揚げ物・ご飯物などを日替わりで
詰め合わせる「晩酌セット」（テイクア
ウトのみ）は、これだけで自宅での晩
酌が充実した時間になると好評でリ
ピーター多数。ぜひお試しを。

クーポン
利 用で

Gourmet
グ

ル
メ Lilly's. by promety

上／自家製野菜をふんだんに使ったメ
ニューが多数。下／オリジナルワイン

「蔵邸ワイン」。

麻生区万福寺1-12-19 鈴木ビル1-E（新百合ヶ丘駅北口徒歩3分）
☎︎044-322-8029　営 ランチ11:30～14:30 ※現在時短要
請に伴いランチ営業のみ　休 月・日曜
http://promety.jp/

デザート類注文で
1組の合計金額より100円OFF
※1枚で1組迄有効　※2021年3月31日㈬迄有効

地元新鮮野菜中心の農家レストラン

麻生区岡上の自家農園で年間100種
類以上の野菜や果物を栽培する、農家
シェフが自ら腕を振るう人気の農家レ
ストラン。ランチでは、野菜をふんだんに
使ったカレーやパングラタンなどを楽し
むことができる。自家農園では国際品
種のワイン用ぶどうを栽培。昨年農園
の付近に完成した施設で醸造を行って
いる。川崎市内および神奈川県内で、
果実の栽培から醸造までを行うワイナ
リーの第1号となった。このワインは、間
もなく同店で楽しめるようになる予定。

クーポン
利 用で

Gourmet
グ

ル
メ メルシーサンク

上／ふっくら焼き上げたヴィーガンマドレー
ヌ。下／生チョコのようなソイショコラと、ヴィー
ガンチョコにトッピングしたバトネショコラ。

麻生区上麻生2-36-17（新百合ヶ丘駅南口徒歩約13分）
☎︎044-567-0621
営 10:00～18:00　休 月・火曜　 P 2台
https://mercicinq.com/

2,000円以上（税込）の購入で
プレーンマドレーヌ（200円相当）1個サービス 　
※1枚で1人迄有効　※2021年3月31日㈬迄有効

みんなが一緒に楽しめる洋菓子がここに

国産、オーガニック食材を積極的に取り
入れた、ナチュラルスイーツを提案する
洋菓子店。植物性の食材のみで作り上
げたヴィーガンのマドレーヌやクッキー、
ショコラは同店オープン時からの人気
商品。ヴィーガンスイーツは卵乳製品を
使わないので、小さな子どもや健康が気
になる人、アレルギー体質の人やそうで
ない人など、みんなが一緒に楽しめるお
菓子。同店ではオリジナルソイクリーム
と米粉スポンジを使用した、グルテンフ
リーの生菓子も用意している。

クーポン
利 用で

Gourmet
グ

ル
メ トラットリア ラ・カンパァーナ

上／おいしい料理で楽しい時間を。
下／人気のパニーニ。

麻生区上麻生1-6-3 マプレ1F（新百合ヶ丘駅南口徒歩3分）
☎︎044-952-2670
営 11:30～15:00、17:00～20:00 （2月の営業時間、3月以降は要問合せ）　
休 水曜（祝日の場合は前日火曜） ※臨時休業有　 P 提携駐車場有

ディナー利用で 季節のジェラート または
シャーベット サービス
※1枚で1組迄有効　※2021年3月31日㈬迄有効

おいしいイタリアンをもっと気軽に

イタリアの田舎街にある人気料理店のよ
うな、誰もがおいしいイタリアンを楽しめ
る店がコンセプト。漁港直送の魚介、岩
手プラチナポークなど厳選された食材と、
本場ジェノバ仕込みのシェフによる料理
はどれも秀逸。手打ちパスタやピザ、ドル
チェなどメニューも豊富に揃う。テイクアウ
トで人気なのが、ブラックアンガスを使っ
たローストビーフの弁当。2月からは海老
とアボカドがたっぷりの野菜のパニーニ
もメニューに追加。テイクアウトの注文は
電話または食べログTakeoutで。

クーポン
利 用で

Gourmet
グ

ル
メ ぱんやのともぱん

上／甘さひかえめの菓子パンたち。
下／店舗は片平の尻手黒川線沿い。

麻生区片平7-7-1（小田急多摩線・栗平駅南口徒歩約13分）
☎︎044-299-8879　営 8:00～18:00 ※無くなり次第閉店
休 水曜、第1・3・5木曜　 P 有
https://panyanotomopan.com/

購入金額合計より10%OFF
※1枚で1人迄有効　※2021年3月31日㈬迄有効

毎日食べても食べ飽きない焼きたてパン

天然酵母と国産小麦にこだわった「ぱ
んやのともぱん」のパンは、毎日食べても
食べ飽きないおいしさが人気を博して
いる。クリームパンやメロンパン、クロワッ
サンなどの定番から、季節に合わせた
新作のパンまで、常時数十種類のパン
が店頭に並ぶ。春先にかけてはフルー
ツデニッシュが人気。食パンやカンパー
ニュは昼頃に焼きたてが並ぶが、売り
切れる場合もあるので事前に予約をし
ておこう。2周年を迎えた地元の人気店
へ、ぜひ行ってみよう。

クーポン
利 用で

Gourmet
グ

ル
メ BURGER STAND PEQUE （炭焼きとワイン PEQUE）

上／ラップサンドやチキンなど、豊富なサ
イドメニューも魅力。下／また食べたくなる

「アボカドチェダーチーズバーガー」。

麻生区上麻生1-6-3 マプレGF（新百合ヶ丘駅南口徒歩3分）
☎︎044-455-7860　営 11:00～20:00（店内L.O.19:00、テイ
クアウトL.O.21:00）　休 無休（不定休有）　 P 提携駐車場有
https://www.instagram.com/shinyuri_nico/

1,500円以上（税別）の注文で
ハッシュドポテト1個サービス　※1枚で1人迄有効

世界中を旅するように楽しめる20種類以上のバーガー

「小さなお店から世界のグルメバーガー
を」がコンセプト。バーガーはなんと20
種類以上！ 月替わりで限定バーガーも
販売。人気商品の１つ「アボカドチェダー
チーズバーガー」（サラダ〈店内のみ〉・
ポテト・ドリンク付セット1,580円、単品
1,380円）は、特に女性に大人気。国産
牛とスパイスを調合した自慢のパティに
テリヤキソースでコクをプラス、アボカド
を豪快にのせてオリジナルチェダーチー
ズをたっぷりとかけ、サクふわのバンズ
に挟んだ逸品は、やみつき間違いなし！

クーポン
利 用で

Gourmet
グ

ル
メ 中華料理 福苑

上／選べる楽しみもある特製オードブ
ル。下／季節限定の「ゆり根とエビの塩
味炒め」2,200円（税込）。

麻生区王禅寺西5-3-5（新百合ヶ丘駅より車で約5分）
☎︎044-322-8108　営 11:30～19:30まで受付（現在テイク
アウト営業のみ）　休 月曜、第3火曜（祝日の場合は翌日）
P 5台　※単品メニューの詳細は2次元コードよりWEBへ

3,500円以上（税込）の購入で 100円OFF
※1枚で1人迄有効　※2021年3月31日㈬迄有効

彩り鮮やかなオードブルが大人気

定番の「エビのチリソース」「青椒牛肉絲」
など、30種類以上の中から予算に応じ
て自由にメニューを選ぶことができる特
製オードブルは、なかなか外出ができ
ない現在、家族を中心に大人気。この
他、「牛肉の黒こしょう炒め」「五目あんか
けご飯」などの弁当や丼ものも豊富に揃
う。季節限定、北海道ニセコ産のゆり根
をふんだんに使った「ゆり根とエビの塩
味炒め」も好評発売中。新百合ヶ丘の
名店の味を、クーポンの利用でお得に味
わってみては。

クーポン
利 用で

sports
スポーツ よみうりゴルフガーデン

上／開放感あるフェアウェイ。
下／天然芝のパッティンググリーン。

多摩区菅仙谷4-1-1（よみうりランド遊園地大駐車場内）
☎︎044-966-1118
営 10:00～22:00（土・日・祝日8:00～）　休 不定休
https://www.yomiuriland.com/ygg/

30球サービス
※利用前にフロントで提出を
※1枚で1人迄有効　※2021年3月31日㈬迄有効

よみうりランド遊園地大駐車場にあるゴルフ練習場

「充実したゴルフの練習がしたい」「ゴ
ルフを始めたいけれどどうすればよい
か分からない」など、ゴルフを楽しみ
たい全ての人におすすめなのが「よみ
うりゴルフガーデン」。充実の設備と
サービスで人気のゴルフ練習場だ。よ
みうりランド遊園地大駐車場にあり、
駐車場代はフロントで払い戻しされる
ので気軽に利用できる。初心者向けの
１DAYスクールも開講中。180ヤード
のフェアウェイで気持ちよくゴルフを
楽しもう。

クーポン
利 用で

Gourmet
グ

ル
メ 手打ちうどん 笹子

上／天ぷらうどん（税込1,650円）。
下／人気の皿うどん（税込770円）。

麻生区万福寺3-1-10（新百合ヶ丘駅北口徒歩4分）
☎︎044-966-1006
営 11:00～14:30（土・日・祝日は～15:30）、17:00～20:00（時短営業中）
休 水曜　 P 有

うどん注文時、大盛りサービス
※1枚で1人迄有効　※2021年3月31日㈬迄有効

自慢のだしを使った水沢うどんの店

新百合ヶ丘駅北口の人気うどん店。定
番人気の「天ぷらうどん」は、海老・芝海
老のかき揚げ・帆立・かぼちゃ・茄子・し
し唐の天ぷらが付いた贅沢な一品。う
どんはしっかりとしたコシが特徴の太
い麺で、のど越しなめらか。自慢のだしが
きいたつゆは、旨味を感じるやさしい味
わい。広 と々した店内にはテーブル席と
個室にもなる座敷があり、家族連れで
も気兼ねなく料理を楽しむことができ
る。事前の電話予約でテイクアウトにも
対応（一部対象外メニュー有）。

クーポン
利 用で

Gourmet
グ

ル
メ らーめん壱吉

上／お馴染みの赤い看板が目印。感染予
防対策を徹底して営業中。下／春限定の

「野菜らーめん」900円（税込）。

麻生区上麻生7-2-18（柿生駅南口徒歩約10分）　☎︎080-
3211-7993　営 平日11:30～14:30（L.O.）・17:00～19:30

（L.O.）、土・日・祝日11:30～15:30・17:30～19:30（L.O.）
（時短営業中）　休 不定休　 P 3台 ※他に提携駐車場有

1組に手包み餃子（6個）サービス
※1枚で1組迄有効　※2021年3月31日㈬迄有効

テイクアウト、デリバリーも対応可能

豚骨ベースのさまざまな味が揃う、柿
生の人気らーめん店「壱吉」。この時季
限定の「野菜らーめん」は、とにかく野
菜がたっぷりで、ボリューム満点。この
他、しょうゆ、しお、辛味、みそが揃う具
だくさんの「特製ラーメン」、濃厚な蝦
の風味漂う定番人気の「蝦しおらーめ
ん」、濃い味が好みの人に大人気の「濃
い濃いらーめん」などメニュー多数。

「Uber Eats」「出前館」での宅配も間
もなく開始。3月には10周年創業祭を
開催予定。

クーポン
利 用で
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ギター

　田辺 充邦

ボーカル

　EMA

ドラム

　吉岡 大輔

ベース

　佐瀬 正
ピアノ

　廣瀬 みちる

テナーサックス

　右近 茂

ミュージカルの主題歌っていい曲だらけ！

ステージシンガー出身の
EMAがその魅力を伝える

48

ラブ・フォー・セール／ナイト＆デイ／フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン／他

［電 話 予 約］
■株式会社エリアブレイン ☎044-954-9990 
※留守番電話の場合、直接連絡が取れ次第、予約成立。※電話予約の場合、お支払いは下記指定口座
へ振込み、チケットは当日会場でのお渡し。※お振込み後のキャンセルは不可。

【指定口座】 横浜銀行 新百合ヶ丘支店 普通預金 1025683  【口座名義】 マイタウンゴールドメンバーズ

［Webサイト］  http://kawasaki-ac.jp/
［窓 口 販 売］
■マイタウンチケットセンター  新百合ヶ丘駅南口徒歩3分 新百合ヶ丘マプレ1F「しんゆり写真工房 彩」内
   　　　　　　　　　　  9:00～19:00（土・日・祝日10:00～19:00、不定休）
■川崎市アートセンター  新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 9:00～19:30（毎月第2月曜休館）
■株式会社プレルーディオ  新百合ヶ丘駅北口徒歩1分 昭和音楽大学北校舎内 10:00～16:00（土・日・祝日休み）

チケット取扱い

しんゆりジャズスクエア vol.48

川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
川崎市麻生区万福寺6-7-1 ☎044-955-0107 新百合ヶ丘駅 北口徒歩3分

●障がい者割引チケット 2,000円（税込）…電話・各窓口にて取扱い（要障がい者手帳／付き添い1名迄同額）
※付き添いの方が予約される場合は、電話のみにて承ります（詳細は川崎市アートセンター迄）

4枚セット券
2枚セット券

※販売は電話・窓口のみ ※当公演のみ利用可

（税込）

全席指定・税込

一般チケット 3,500円 6,000円
11,000円

お得なチケット

主催 ：川崎市アートセンター 044-955-0107

演奏予定曲

●20名様以上でのご鑑賞には団体割引有…詳細は川崎市アートセンター迄

受付／平日10:00～18:00
（受付時間外は留守番電話対応）

後援 ： NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり
　　　「音楽のまち・かわさき」推進協議会

開場／18：30  開演／19：002021 3.19 

2,500 円
しんゆり

ジャズスクエア
2020お得な

リピーター
割引

一般チケット3,500円（税込） が に

2020年度公演（vol.44～47）のチケット半券提示で

1,000円もお得！

チケット
好評発売中

共催 ： 株式会社エリアブレイン（MYTOWN発行元）
　　　株式会社プレルーディオ 

※窓口・電話予約のみ取扱い。 ※一般チケット半券1枚に対し、リピーター割引1枚
のみ利用可。※半券紛失、持参忘れなどの場合は利用不可。

※ご来場のお客様はマスク着用をお願いいたします。また、発熱や咳など体調に不安のある方はご来場をお控えください。
※新型コロナウィルス感染症の状況を鑑み、適切な感染症防止対策を行います（詳細はWEBサイト参照）。

回目の緊急事態宣言が出され、コロナ感染
拡大予防のため、多くの人が自粛に協力し

ています。1回目の時は自分の健康管理まで自粛
し、運動不足や食生活の乱れ、必要な病院の通
院まで止めてしまうなど、かえって健康に悪影
響を及ぼしてしまう人もいました。大切な健診
が遅れたために、お口の状態が悪化し、歯を悪
くしてしまう人もいました。今回は、健康維持
のため、治療や健康診断を継続しましょう。
　コロナ禍で多くの人が外出時にマスクを着用
しています。その時に口臭は気になりません
か？ その口臭の原因の一つは生活習慣病であ
る「歯周病」かもしれません。歯周病は歯と歯
茎の間に細菌を含んだ歯垢が溜まり、炎症を起

こしてしまう病気です。歯茎の腫れ、口臭、歯
の喪失だけでなく、体の健康にも悪影響を及ぼ
します。歯周病の原因である歯周病菌は硫化水
素など悪臭を出すため、口臭の原因になると言
われています。マスク着用時は息苦しさから口
呼吸になりがちです。ドライマウスになると口
臭は悪化します。歯周病はセルフケアのみの完
治は難しく、定期的なプロケ
アが必要です。口臭が気にな
る場合は、歯科医院で健康診
断を受けましょう。歯科医院
でのクラスター発生はまだあ
りません。安心してご来院く
ださい。

院長  永田達也

麻生区役所

川崎市
アートセンター

小田急OX

ＪＡ

日本映画大学

←町田 新宿→北口

当院
グレイス
デンタル

P

P

●●

● ●

新百合ヶ丘駅入口

新百合ヶ丘駅

マスクをしていて口臭が気になることはありませんか？

＊診療時間／10：00～13：30、15：00～19：00
＊提携駐車場／オダキューOX万福寺店駐車場利用（地図参照）

麻生区万福寺3-1-1 ハレアカラ１F
☎044-966-9961
《24時間予約可能》 CT室・マイクロスコープ（顕微鏡）完備

土・日・祝日も診療（指定休診日あり）

当院では、コロナウイルス感染予防対策の一環
として、基礎疾患をお持ちの方、ご高齢の方で
も安心して通院いただけるよう、完全個室での
診療に対応するユニットができました。ご予約の
際、お申し付けください。

2

当院のコロナ感染予防の取り組み

患者様には来院時の検温・消毒・問診の
ご協力をお願いいたします。

医療事務・歯科助手・歯科衛生士募集中

※初診時には1時間ほどかかる場合がございます。余裕をもってご予約ください。※予約は新百合山手ファースト
歯科で受け付けております。※インプラント治療は1本35万円から。別途義歯の種類により費用が変わります。

コロナ感染予防対策ユニットができました

診療毎の
アルコール消毒の

徹底

ディスポーザブル
器具の使用

十分な
間隔をあけた
診療体制

換気の徹底 口腔内の消毒

※十分な感染予防対策のためご予約が取りにくい場合や
　お待たせする場合がございますが、適宜調整していきます。

スタッフのマスク・
フェイスガードの

使用

■チャージ料：1,000円
　（ユニット確保とオペ同様の消毒代）
■45分診療
■ファースト歯科、裏口からの入室となります。
　ご予約時間の2分前にお越しください。

正面右側から

階段の手前を左

プレ保育
未就園児クラス

未就園児とその親を対象に、
「園を知ってもらう」
「環境に慣れてもらう」
「子育てを支援する」
などを目的として、

プレ保育を実施している
幼稚園をご紹介します。

※プレ保育内容の詳細については
　各園にお問い合わせください。

情 報

年度2021
お子様の成長を支え 保護者の皆様の

子育てを応援する「2・3歳児教室」

2歳になると、何でも自分でやりたいという気持ちが
芽生え、お友達に興味を持ち始めます。「ひよこぐみ」
では、温かい雰囲気の中で先生やお友達と一緒に遊
ぶ楽しさを味わいながら生活経験を積み重ね、豊か
な心と健康な体を育みます。幼稚園入園前の大切な1
年間を一緒に歩んでいきましょう。

学校法人 桐光学園
桐光学園みどり幼稚園
☎044-911-3227
多摩区宿河原3-6-9
園長：村上 冬樹

http://www.tokokg.com/midori/

宿河原駅

川崎信用金庫
宿河原支店

南武線

桐光学園みどり幼稚園

対象 2017年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 子どものみ（慣れるまで保護者と一緒に活動）
内容 5月より開始。火・水・木曜クラス。週1回（年間
30回）各10:00～11:30
申込 WEBサイト参照の上、申込書を園へ持参
その他 見学随時可（電話にて要予約）

「ひよこぐみ」プレ情報

一人ひとりを大切に
お子さんの成長を共に育む2歳児教室です！

自我が芽生え、心と体が著しく成長する2～3歳。幼稚
園という教育力のある機関で一人ひとりの成長のお手
伝いをします。広い園庭での遊び、在園児との触れ合
い、行事参加など、この時期ならではのカリキュラム
は、きっとお子さんの意欲の後押しをしてくれると思い
ます。

学校法人 南嶺学園
こうりんじ幼稚園
☎044-966-1089
麻生区細山3-2-1
園長：小森 邦子

http://kourinji1089.nanreigakuen.com/

麻生警察署
細山交番

西生田
小学校前

千代ヶ丘

こうりんじ
幼稚園

対象 2018年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 子どものみ
内容 うさぎ組（月・水・金曜）・ひよこ組（火・木曜）
月・火・木・金曜9:00～14:00、水曜9:00～11:30
申込 園配布の申込書類に記入後、入室料を添え園に持参
その他 通園バス利用可、給食有（月・火・木・金曜）、見
学随時可  ※詳細はWEBサイトにて

「うさぎ組（週3回）・ひよこ組（週2回）」プレ情報

幼稚園だーいすき!! 先生やお友達と
楽しい集団生活を送りませんか？

「なかよし教室」は、入会した時から親子分離で保育
を行っています。一人ひとりとゆっくりとじっくりと関
わりを持ち、個々に添った温かい保育の中で、先生や
お友達と遊ぶ楽しさ、自分でできることの喜びをたく
さん味わわせていきます。初めての集団生活を一緒に
楽しく過ごしましょう。

学校法人 ルミエール学園
ルミエール幼稚園
☎044-966-4567
麻生区百合丘2-13-1
園長：石川 礼子

http://www.lumiere-youchien.net/

百合ヶ丘駅

百合丘
第2公園

スーパー三和

第2児童
公園北側

◀新百合ヶ丘

弘法松公園

ルミエール
幼稚園

対象 2018年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 子どものみ
内容 幼稚園の楽しさとお友達との触れ合いを大切に
した週2～3回の保育
申込 入会申込書を幼稚園に提出（随時）

「なかよし教室」プレ情報

一人ひとりを大切に
お子さんの成長を共に育む2歳児教室です！

自我が芽生え、心と体が著しく成長する2～3歳。幼稚
園という教育力のある機関で一人ひとりの成長のお手
伝いをします。広い園庭での遊び、在園児との触れ合
い、行事参加など、この時期ならではのカリキュラム
は、きっとお子さんの意欲の後押しをしてくれると思い
ます。

学校法人 南嶺学園
ちよがおか幼稚園
☎044-955-0233
麻生区金程4-25-1
園長：小森 邦子

http://chiyogaoka0233.nanreigakuen.com/

金程
中学校前

金程
中学校東

金程
後谷緑地

金程中学校

ちよがおか
幼稚園

対象 2018年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 子どものみ
内容 うさぎ組（月・水・金曜）・ひよこ組（火・木曜）
月・火・木・金曜9:00～14:00、水曜9:00～11:30
申込 園配布の申込書類に記入後、入室料を添え園に持参
その他 通園バス利用可、給食有（月・火・木・金曜）、見
学随時可 ※詳細はWEBサイトにて

「うさぎ組（週3回）・ひよこ組（週2回）」プレ情報

入園前に
お子さんと一緒に楽しみませんか？

緑の芝生の上で裸足になってお友達や先生と一緒に
遊んだり、季節に合わせた遊びを取り入れながら、幼
稚園生活に向けての第一歩を、アットホームな雰囲気
の中で伸び伸びと楽しめるような保育をしています。
親子一緒でも分離でも、お子さんに合ったクラスが選
べます !! お気軽にご来園ください。

学校法人 麻生学園
川崎青葉幼稚園
☎044-966-3179
麻生区上麻生4-2-2
園長：井上 華都也

http://www.kawasaki-aoba.ed.jp/

新百合ヶ丘駅
昭和音大

▼尻手黒川道路
山口台会館

麻生スポーツ
センター入口

鶴亀松公園西側
川崎青葉幼稚園

対象 2018年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 親子で参加・子どものみ
内容 通園回数や参加形態の違いにより2タイプの
クラスを開設
申込 入会申込書を幼稚園に提出
その他 見学可（要予約）

「じゃんけんぽん」プレ情報

びっくりするほど広い園内で過ごす日々は
「毎日がアスレチック、毎日がピクニック！」

日本有数の敷地を持つ柿の実幼稚園は、「みんな違っ
てみんないい」の伸び伸び保育。ご家庭ではなかなか
できない経験がたくさん！ 1歳児も2歳児も週2日、週
5日のクラスがあります（2歳児は登園バス利用可）。親
子で一緒に楽しみたい人は週1日の親子教室・フレン
ドサークルへどうぞ。

学校法人 柿の実学園
柿の実幼稚園
☎044-988-0229
麻生区上麻生7-41-1
園長：小島 澄人

https://www.kakinomi.com/kakinomi
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麻生台団地入口

亀井橋前

谷本川
ガスト

柿の実幼稚園

対象 2018年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加・子どものみ
内容 広い敷地で五感を使って遊ぶ。通園回数・参加形態
の選択可。（パーシモン教室はバス登園・給食の利用可）
申込 入会申込書を幼稚園へ提出（随時）
その他 見学・申込みは随時相談

「パーシモン教室（2歳児）・
ほっかほか教室（1歳児）・他」

プレ情報

あっ、森が拡がる。おーい、広場があるよ。
笑顔いっぱいの子どもたちだ

子どもの育ちの原点、原体験、原風景を大切に、「自
然の音を奏でる葉っぱ・花・そして手のひら」のごと
く、自然からのささやきや、人と人との温かい思いやり
を共感・共有していく保育を目指したい。一万坪あま
りの広大な自然、自然あっての不便さを「良し」とする、
あえて時代の逆を見、前へ突き進みたい。

学校法人 柿の実学園
夢の森幼稚園
☎044-988-7811
町田市三輪町1051-2
園長：小島 哲史

https://www.kakinomi.com/yumenomori/

フェリシア
こども
短期大学

鶴川記念病院

鶴川リハビリテーション
病院

妙福寺

谷本川

夢の森幼稚園

対象 2018年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 〈ありんこ〉親子で参加 〈ゆめっこ〉子どものみ
内容 自然の中で遊び、子どもたちとの触れ合い・温か
さのハーモニー
申込 入会申込書を幼稚園に提出
その他 登降園・保育時間共に在園児と同じ

「ゆめっこ教室（週2日）・ありんこ教室」プレ情報

「自分でいいんだ」を支える2歳児の子育て支援
親子教室「はらっぱ」

2歳児になると子どもの自我が芽生え、「自分で」と主
張し始めます。その我が子にどうやって関わればいい
のだろうと子育ての悩みが増えてきます。幼稚園で同
じ年齢の子どもと触れ合ったり、悩みを交流したりし
ながら、子育ての楽しさを一緒に見つけていきましょ
う。参加をお待ちしています。

http://www.wako.ed.jp/k2/

対象 2018年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 子育て懇親会・親子でおやつ・あそび（野津田公
園へ散歩・さつまいも掘り・工作・砂場あそびなど）
申込 WEBサイトまたは電話
その他 体験保育／2月16日㈫・25日㈭ ※WEBサイ
トまたは電話にて受付中

2歳児親子教室「はらっぱ」プレ情報

学校法人 和光学園
和光鶴川幼稚園
☎042-735-2291
町田市真光寺町1271-1
園長：加川 博道

和光鶴川幼稚園

ミニストップ

和光高校

スーパー三和
鶴
川
駅
▼

乗馬クラブ
クレイン

○P

和光鶴川
小学校

子どもたち一人ひとりの成長を励まし
「やりたい」に応えるモンテッソーリ教育

小さな子どもたちは、見る・聞く・触るなどの感覚を
働かせ、環境から多くのことを吸収し「自分で確かめ
ながら」成長していきます。子どもたちが、神様の優し
いまなざしに包まれ、整えられた環境の中で自由に探
究し、驚きや喜びをたくさん経験できるよう「たんぽぽ
組」でお手伝いします。

https://caritas.or.jp/kd/

対象 2018年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 子どものみ（親子参加から個々に応じて分離）
内容 2021年5月より開始。火～金曜のいずれか（固
定）。週1日（年間30回）・週2日（年間60回）選択可能。
申込 WEBサイト参照の上、入会申込書を郵送
その他 申込み受付中 ※2021年3月1日㈪迄受付
3歳児の入会希望に関しては要相談

「たんぽぽ組」プレ情報

学校法人 カリタス学園
カリタス幼稚園
☎044-922-2526
多摩区中野島4-6-1
園長：木田 まゆみ

中野島駅

登
戸
▶

カリタス
学園前
バス停

世田谷町田線 陸橋

いなげや

JR南
武
線

多
摩
川

カリタス
幼稚園

寺尾みどりの2歳児教室と親子教室
～TOKO流教育のスタート～

魅力的な活動と数々の出会いを通して、親子の時間を
より豊かなものにするプログラムです。2歳児教室は
週1回登園して自立と興味を広げる力を育み、穏やか
に親子分離を促していきます。親子教室は月1回登園
して多様な企画を楽しみながら幼稚園に親しみ、相互
の関係性を深めていきます。

学校法人 桐光学園
寺尾みどり幼稚園
☎044-955-1717
多摩区寺尾台1-17
園長：小塚 良雄

http://www.tokokg.com/terao/

読売ランド前駅

生田駅寺尾台緑地

寺尾台住宅入口

読売ランド
駅入口

小田急小田原線

寺尾みどり
幼稚園

対象 2018年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 〈2歳児教室〉親子で参加（前期）・子どものみ

（後期） 〈親子教室〉親子で参加（通年）
内容 魅力的な遊びと親交を深める活動
申込 幼稚園事務所へ申込書を持参
その他 公開保育やイベントは幼稚園WEBサイト参照

「2歳児教室・親子教室」プレ情報

幼稚園も一緒に子育ての
お手伝いができればと考えています

乳児期から幼児期に成長する大事な時期に、家族
とは異なる大人との出会い、同じ年の子どもとの
出会い、年上の子どもとの出会い、さまざまな体験
を通して心に栄養を与えましょう。生き生き、伸び
伸びと成長するように、入園前の1年間、保護者の
皆様も一緒に幼稚園生活を楽しんでください。

学校法人 はなの丘学園
はなぶさ幼稚園
☎042-331-1711
稲城市平尾2-9-11
園長：山根 志津江

http://www.hanabusa-youchien.com/

至
百
合
ケ
丘

麻生区役所

麻生警察署
平尾バス停

世田谷通り

麻生高校

小田急線
新百合ヶ丘駅

至
柿
生

はなぶさ幼稚園

対象 2018年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 親子で参加（5月～9月）・子どものみ（10月～
3月）
内容 幼稚園でお友達・先生と一緒に遊ぶ
申込 園見学をしてからの申込み（見学日は問合せを）

「さくらんぼクラブ」プレ情報

広いお庭でのびのび保育
まずは気軽に園見学から！

アットホームな雰囲気の中、先生と一緒に親子で製作
や体遊びを行います。自由に遊べる時間もあり、子育
ての相談をしながら伸び伸びと園生活を体験できま
す。2年保育予定の3歳児も参加でき、集団生活の第
一歩を経験できるクラスです。駐車場完備、金程・黒
川方面からも通園されています。

https://tsurukawa-heiwadai.ed.jp/

対象 2017年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 季節の製作・専任講師による体遊び・実習園で
の芋掘り等
申込 3月1日㈪より電話にて受付
その他 基本的に水曜開催。1回より参加可能(各回毎
の申込み)。※WEBサイト参照

「ひよこ組」プレ情報

東京都公認
鶴川平和台幼稚園
☎042-735-4918
町田市能ヶ谷6-41-1
園長：神藏 良実

焼肉松葉

▲新百合ヶ丘
柿生駅

柿生 柿生小

上麻生
連光寺線

鶴川平和台
幼稚園

はじめての幼稚園 先生と一緒
保護者も一緒 2歳児の世界を広げよう！

本園は仏教の教えを礎に、伝統と信頼に支えられた
駒沢学園の付属幼稚園です。命を慈しむ心と思いや
り、主体性と遊び力、豊かな感性と表現力を育みます。
未就園児クラスでは親子が一緒に活動し、親同士で
交流しながら、子ども同士が自然に自立していけるよ
う楽しい場を用意しています。

学校法人駒澤学園 駒沢女子短期大学付属
こまざわ幼稚園
☎042-378-6966
稲城市向陽台3-3
園長：小山 祥子

https://www.komajo.ac.jp/kin/

稲城駅
向陽台小学校南

城山公園

稲城中央公園
野球場

至若葉台

こまざわ幼稚園

対象 2018年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 日程／2021年5月～2022年3月まで
週1回9:30～11:30（火～金曜の各曜日クラス）
申込 WEBサイト参照（受付中）

「りすさん教室」プレ情報

ヨコミネ式の保育で
子どもの持つ可能性を引き出していきます

体育が好きな子、本が好きな子、学習が楽しい子、ヨ
コミネ式の活動を通し自立していきます。未就園児ク
ラスでは、その根幹を育てます。園から徒歩5分の所
にある施設青葉第2学童クラブにて実施します。幼稚
園の見学会は毎月行っていますので、ぜひ一度遊びに
いらしてください。

学校法人 東京青葉学院 認定こども園
青葉幼稚園
☎042-378-1217
稲城市矢野口645
園長：城所 達也

https://www.inagi-aoba.tokyo/

対象 2018年4月2日～2019年4月1日生まれ
形態 子どものみ
内容 製作・体操など在園児の保育に準じた活動
申込 園見学で配布の申込書に記入後、園へ持参
その他 1歳児も参加可能な「こぐまクラブ」も開設

青葉
幼稚園

青葉第2
学童クラブ

矢野口
読売ランド入口

▼京王よみうりランド駅
榎戸
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「いちご」プレ情報

幼稚園に入る前の親子の関係を大切に
広い園庭で遊びましょう

気軽に子育て相談をしたり、同年齢の子を持つ親同
士のコミュニケーションの場ともなっています。
2018年度生まれのお子さん向けプレ保育・満3歳
児クラスの詳細と説明会は、1月に園のWEBサイト
にてお知らせします。遊びを通して興味や関心を育
てましょう。ご参加をお待ちしています。

学校法人子どもの森 認定こども園子どもの森
矢の口幼稚園
☎042-377-7654
稲城市矢野口1753
園長：角田 洋

https://yanokuchi.ed.jp/

矢の口
幼稚園

矢野口駅

京王よみうり
ランド駅

JR南武線
弁
天
通
り

京王相模原線

川崎▶

榎戸
矢野口

新宿▶

対象 歩けるようになった未就園児
形態 親子で参加
内容 園庭開放・親子ふれあい手遊び
申込 不要（年度初回のみ500円、名札代100円）
その他 日程／3月15日㈪・5月27日㈭各10:00～

「ちゅうりっぷくらぶ」施設開放

プレ保育内容の詳細については各園にお問い合わせくださいMYTOWN SHINYURI「しんゆりエリアから通える幼稚園ガイド」は、９月号 EXTRA（9月15日発行号）掲載を予定しています
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【設置箇所】
小田急線・新百合ヶ丘駅構内ふれあいポケット
麻生区役所3F 地域振興課／麻生市民館／麻生市民館・岡上分館／麻生図書館／麻生図書館・柿生分館
川崎市アートセンター／稲城市立iプラザ／新百合ヶ丘総合病院／イトマンスイミングスクール新百合ヶ丘校
新百合丘オーパ／イオンスタイル新百合ヶ丘／イオンシネマ新百合ヶ丘／イオンスタイル上麻生／SOCOLA若葉台
ファーマーズマーケットセレサモス麻生店／よみうりランド 丘の湯プラザ
写真工房 彩（新百合ヶ丘マプレ専門店街1F）／電化のハマデン グリーンプラザ店／レストラン フローラ 他
※各所とも在庫が無くなり次第配布終了

※本紙掲載価格は、特に記載がない限り税別価格です。
※本紙掲載の記事・写真・イラストなどの無断転載を禁じます。

図書カード500円分
正解者5名様

この場所はどこでしょう？
ヒント：新百合ヶ丘駅周辺（北側）
正解者の中から抽選で5名様に図書カード500円
分をプレゼント！

12月号 EXTRA 答え合わせ

ここはどこでしょう！？ P

麻生区役所内にある麻生文化センター（麻生市民館）への連
絡通路

①希望プレゼント ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤職業 ⑥電話番号 
⑦弊社からのイベント等の案内送付可否（①〜⑦必須）、Ⓐ本紙
の感想 Ⓑおすすめの店･場所 Ⓒ取材してほしいこと Ⓓお気に
入りの写真など（掲載可能なもの）（Ⓐ〜Ⓓいずれか1つ）を記入

（添付）し右記へ送付。※複数応募可。1通につき1応募。
※応募締切：2月28日㈰必着

●メール：mytown＠areabrain.co.jp
　メールタイトル：2月号EXTRA係 
●FAX：044-954-5869
●郵送：〒215-8511（住所記載不要） マイタウン 2月号EXTRA係 
※お送りいただいた個人情報は、賞品の発送と弊社イベントの
ご案内のみに使用し、第三者に開示することはありません。

PRESENT・QUIZ 応募方法
P

なによりも
健康を大切に……

新百合ヶ丘

 

　 

https://www.ryuclinic.or.jp/

●診療予約
　できます044-955-7231

内科・循環器内科／龍 祥之助　 内科・婦人科／龍 誠之助

麻生区古沢7

区役所

警察

日曜･祝日、土曜午後

診療時間

休診日

8：00～12：00
15：00～18：00

　 

月曜は19:00まで
※婦人科は水曜のみ

麻生
区の便利帳

ただいま好評配布中！
毎日の生活に役立つ情報満載！

小田急線・新百合ヶ丘駅構内ふれあいポケッ
ト、麻生区役所3F 地域振興課、麻生図書館、
川崎市アートセンター、新百合丘オーパ、
イオンスタイル新百合ヶ丘、イオンスタイ
ル上麻生、写真工房 彩（新百合ヶ丘マプレ
専門店街1F）、ファーマーズマーケットセレ
サモス 麻生店、他
※在庫が無くなり次第配布終了

配布設置場所

★お問合せは（株）エリアブレインまで
TEL.044-954-2555（平日10:00～18:00） 

・この街のかかりつけ医
・私立幼稚園のご紹介
・麻生区公園・広場ガイド

特　集

駐車場・駐輪場・コインランドリー情報など

私たち朝日ホームは、麻生・多摩に密着した地元のハウスビルダーです

大切な我が家だから愛着あるお気に入りの家にしたい。
朝日ホームなら内装・外装デザインもしっかりお応えします！

モデルハウス完成見学会
毎週土曜・日曜 10:00～17:00
お電話にて
ご予約後、
詳しい地図を
お送りいたします！

株式会社朝日ホーム
TEL 044-931-3338
ＬＩＮＥお友だち登録 受付中！ ホームページで

施工事例を公開中
代表取締役 朝倉敬太（あさくら けいた）朝日ホーム　パナソニック

多摩区登戸2074-1 【営業時間】9:30～18:00 【定休】火曜・水曜

子どもは6人います！  私も子どもも全員柿生中学出身です。
地元麻生区が大好き！
麻生区での住まい探しはお気軽にご相談ください。

建設業許可番号 神奈川県知事 許可（特-30）第76597号　宅建免許番号 神奈川県知事（5）第22308号　建築士事務所登録 一級神奈川県知事 第16435号
所属団体　㈳全日本不動産協会会員　㈳動産保証協会会員　JIO 日本住宅保証検査機構　パナソニックビルダーズグループ

検 索
東柿生小学校、柿生中学校卒。早稲田大学法学部卒。前麻生区
PTA協議会会長、前川崎市PTA連絡協議会理事。現在は柿生中
学校区地域教育会議議長、王禅寺町内会役員。

モデルハウスは地
震に強い「テクノス
トラクチャー構法」
を利用しています。
その構造の一部を
確認できます。

　幼児期は生きていくための基礎をつくる大切
な時期。自ら考え、行動し、自分の力で将来を切
り開けるように情操・意欲・思考力の土台作りが
大切。チャイルドアイズ生田校は、幼児教育に携
わり作り上げた1歳半から小学6年生まで対象
の一貫したカリキュラムと、熟練インストラクタ
ーによる指導で人気の教室。無料体験会受け付
け中。4月末まで入会金無料。詳細は下記まで。

大切な我が子に自分の将来を切り開く力を
「チャイルドアイズ生田校」無料体験会開催S C H O O L

チャイルドアイズ生田校
多摩区三田1-26-28 ニューウェル生田ビル2F
☎044-932-4016　営 10:00～18:00　休月・日曜、祝日
https://www.childeyes.jp/

教室・習い事 生田

生田駅
◀新百合ヶ丘

五反田川

バスターミナル

歩道橋

チャイルドアイズ
生田校

●
横浜銀行

　麻生区・多摩区の子どもたちを中心に活動
する「新百合子どもミュージカル」。昨年の公演
はコロナのため中止となったが、今年は20周
年記念公演として、メーテルリンクの名作「青い
鳥」を元にした作品を上演する。子どもならでは
の純粋でパワフルな表現で、今だからこそ「幸せ
とは何か」を問いかける舞台。収録映像のオン
ライン配信もあり。詳しくは WEB サイトへ。

新百合子どもミュージカル20周年記念公演
「しあわせの青い鳥」 3/27㈯、麻生市民館にて上演S ta g e

ミュージカル「しあわせの青い鳥」〜メーテルリンク『青い鳥』より〜
開催日時：3/27㈯13:00・17:00開演（開場は開演の30分前）　会場：麻生市民館ホール　料金：S 席2,500
円・A 席2,000円（全席指定）、配信チケット1,700円（配信期間：4/2㈮～4/5㈪、別途手数料253円要）　
チケット申込み・問合せ：☎044-966-8132（山中）　https://biggg-stage.zaiko.io/_item/333989/

ステージ 新百合ヶ丘

本番に向けて、生き生きと稽古をする子どもたち。小学1年生～高
校3年生までの所属メンバー25人全員と、20周年を盛り上げるた
めに駆けつけた7人の OB・OG が舞台に立つ。

　麻生区内の小学1年生から6年生が描いた水
彩画や油絵、銅版画など約30点を展示する「第
１回百合ヶ丘まちなか絵画展」がリペアショッ
プはなまるにて開催中。今回展示されている絵
画の中には、川崎市ジュニア文化賞市長賞受賞
作品や MOA 美術館賞、銀賞受賞作品なども。
コロナ禍の中で子どもたちが情熱を注いだ作品
はどれも目を見張るものばかり。入場無料。

子どもたちの力作を鑑賞
百合ヶ丘まちなか絵画展開催中A R T

百合ヶ丘まちなか絵画展
開催日時：～3/31㈬10:00～18:00（金曜除く）
会場：リペアショップはなまる・前田アート企画（麻生区百合丘2-3-6 ）
問合せ：☎044-954-7455

アート 百合ヶ丘

百合ヶ丘駅

ゆり
ストア

交番
百合丘小

sanwa

南口

リペアショップはなまる
（前田アート企画内）

　一つひとつ丁寧に仕込み、本場京都で人気を博す「おとどけ葉桜」の宅配夕食。そのおいしさか
らリピーターが増え、一時はキャンセル待ちになることも。春の訪れを感じさせる魚介や新鮮な野
菜を使い、夕食を彩るおかず5〜6品を1人分として1食1,480円（2食以上なら1食あたり1,400
円）から配達。毎回違うおかずの内容に「どれもおいしくて、頼む度に楽しみが増えています」と利
用者の声。早めに予約をしておこう。▶●配達は月〜金曜の13:00〜17:00の間。●土・日・祝
日は休業、時間指定の配達は不可。●注文は1食から受け付け。配達希望日の1営業日前まで。

本場京都の職人が手作りするおかずを宅配
キャンセル待ちになる前に早めに予約を「おとどけ葉桜」G O U R M E T

おとどけ葉桜 横浜北部店
麻生区王禅寺399-64
☎044-299-6887　営月～金曜8:00～17:00　休土・日・祝日
※配達エリア：王禅寺西、王禅寺東、東百合丘、百合丘、上麻生、下麻生、白山、万福寺、金程

グルメ 麻生

注文すると次回使える
1,000円割引引換券
※有効期限：2021年3月末日まで

Coupon

　「川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしん
ゆり）」のプレイベントとして毎年開催されてい
る同展。今年は3月1日㈪〜7日㈰に新百合21
ホールにて開催される。期間中は麻生区美術家
協会（洋画・日本画・彫刻・工芸）と、麻生区
文化協会美術工芸部会（絵画・書・生け花・
写真・工芸・彫刻・民藝の女優さんを描くデッ
サン会作品）による展示が並行して行われる。

今年も魅せます、麻生の美術力！
「アルテリッカ新ゆり美術展2021」A R T

川崎・しんゆり芸術祭2021プレイベント「アルテリッカ新ゆり美術展2021」
開催日時：3/1㈪～7㈰10:00～18:00（最終日のみ16:00迄）　会場：新百合21ホール 多目的ホール（新百合ヶ丘駅北口2
分）　※入場無料　合同主催：アルテリッカ新ゆり美術展2021実行委員会、（公財）川崎市文化財団　共催：川崎・しんゆり
芸術祭2021実行委員会　後援：NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり

アート 新百合ヶ丘

街の掲示板

無料掲載を希望される皆様へ
上記編集部へ FAX またはメールにて情報をお送
りください。掲載は有料のお申し込みが優先とな
り、情報のお預かりは掲載を確約するものではあり
ませんので、予めご了承ください。また、掲載可否
は発行後の紙面にてご確認をお願いいたします。

イベントなどの開催情報について
掲載内容は状況により変更となる場合があります。
最新情報は各主催者にお問い合わせください。

● Aタイプ 文字のみ：90字（タイトル＋本文）10,000円
 ● Bタイプ 画像なし：216字（タイトル＋本文）20,000円
● Bタイプ 画像あり：画像＋166字（タイトル＋本文）20,000円

㈱エリアブレイン  MYTOWN 編集部
TEL 044-954-2555（平日10:00〜18:00)
FAX 044-954-5869
メール mytown@areabrain.co.jp

イベント情報 掲載料金（税別）

募集情報 掲載料金（税別）

掲載申込み・問合せ

● Aタイプ 文字のみ：タイトル18字＋本文54字 10,000円
 ● Bタイプ 画像なし：タイトル18字＋本文180字 20,000円
● Bタイプ 画像あり：画像＋タイトル18字＋本文130字 20,000円

川崎いのちの電話 チャリティー寄席
柳家三三 独演会

2020年3月に中止になった「柳家三三独
演会」のリベンジ寄席。★出演 ： 柳家三三

（さんざ）、立川こはる、入船亭扇ぽう、桂
小すみ（俗曲）、森本規子（三味線）。未就学
児入場不可。全席指定。木戸銭4,000円（当
日4,500円）。申込み：電話で。問 ☎044-
722-7121 社会福祉法人「川崎いのちの
電話」事務局（平日10:00〜17:00、相談
件数の増加に伴い相談員も募集中）

3/14㈰13:30開演
エポックなかはら

E V E N T
イベント

発達障害 当事者も周囲も楽になる5ステップ
アスペルガーで妻で母で社長のアズ直子
氏による講演会。★先着100人。無料。申
込要。問 ☎044-954-5011 川崎授産学園

3/13㈯13:00〜15:00
オンライン（Zoom）

S E M I N A R
セミナー

「歓迎ソング」リモート合唱団参加者 「世
界中から こんにちは そして ありがとう」
は、ミューザ川崎シンフォニーホールが東
京五輪2020を契機に制作した歓迎ソン
グ。各自で同曲を歌い録画した動画を募集
中。集まった動画は合唱団の映像として編
集の上、3月下旬（予定）に同ホールの
WEB サイトにて公開される。★2/28㈰締
切。応募方法等詳細は下記 WEB サイトへ。
問 ☎044-520-0100  https://www.
kawasaki-sym-hall.jp/wakuwakumuza/
event/welcomesong_remo/

募集R E C R U I T

確定申告の申告・納付期限延長
2020年分確定申告（申告所得税・贈与税・
個人事業者の消費税）の申告・納付期限が、
2021/4/15㈭迄延長に。e-Tax による申告
も可。問 044-965-4911 川崎西税務署

お知らせI N F O

若き演奏家による「水曜午後の音楽会」
第79回　望月 晶ピアノリサイタル

桐朋学園大学音楽学部3
年在学、昨年実施された

「第89回日本音楽コンク
ール」にて第2位と岩谷賞

（聴衆賞）を受賞した望月
晶さんが出演。★曲目 ：
リスト／愛の夢 第3番、
他。1,000円。申込み：電話・窓口・WEB で。
問 ☎042-728-4300 町田市民ホール

3/17㈬14:00開演
和光大学ポプリホール鶴川

C O N C E R T
コンサート

「アルテリッカしんゆり2021」アートボラ
ンティア 多彩なジャンルの芸術をまちに届
ける総合芸術祭「アルテリッカ しんゆり」の
ボランティアを募集。事務局業務全般・広報・
当日のホール運営・イベント運営等を行う。
★活動期間：2月〜5月の芸術祭終了迄。申込
み：FAXまたはメールに、「アートボランティ
ア希望」・氏名・電話・FAX・メールアドレス・
住所・年代を明記し送信。2/20㈯締切。問 ☎
044-952-5024（担当：関） ・FAX 044-955-
0431・ mail info@artericca-support.com 　
https://artericca-support.com/ 

募集R E C R U I T

ご招待券
5組10名様   P

モンドリアン（1872-1944）の作品は、初期のハーグ派様式の風景画、象徴主
義や神智学に傾倒した作品、キュビスムの影響を受けて独自展開した作品、晩年
の水平垂直線と原色平面の「コンポジション」まで多岐にわたる。また、直線と限
られた色面によるモンドリアンの絵画構成は、ドゥースブルフらと1917年に結成
した「デ・ステイル」をはじめ、デザインなどの領域においても影響を与えている。
本展では、オランダのデン・ハーグ美術館所蔵作品50点、国内外美術館所蔵作
品と関連作家作品約20点を展示し、モンドリアン芸術の広がりを再検証する。

3/23㈫〜6/6㈰　SOMPO美術館

生誕150年記念
モンドリアン展 純粋な絵画をもとめて

ピート・モンドリアン《ドンブルグの
教会塔》 1911年 デン・ハーグ美
術館 Kunstmuseum Den Haag

開館時間：10:00～18:00 ※入館は17:30迄　休館日：月曜日（ただし5/3㈷は開館）　料金：一般1,500円、大学生1,100円、他 ※
日時指定入場制のため、事前に同館WEBサイトにてオンラインチケットの取得が必要（チケット販売は3/16㈫～）。定員に空きがある
場合のみ、同館受付で当日窓口チケットを販売（但し価格が異なる）。　アクセス：新宿駅西口より徒歩5分（新宿区西新宿1-26-1）　
☎03-5541-8600（ハローダイヤル)　https://www.sompo-museum.org/exhibitions/2020/mondrian/

ご応募は ㈱エリアブレイン配布担当まで

（平日10:00～18:00 ）
TEL.044-954-2555

募 集 配 布 地 域

配布員募集配布員募集

急     募

応募書類は
不要です

万福寺2丁目、高石2・3・4・5丁目、多摩美1・2
丁目、細山1・6・7丁目、百合丘2・3丁目、王禅寺
東1・5・6丁目、白鳥4丁目、栗平2丁目、栗木台
2丁目、栗木台1・4丁目（15日発行号のみ）、栗
木1丁目、上麻生3・4丁目
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《ご注意》開催期間中は新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、一部制限を設けて営業する場合がございます。
　　　　 詳細はよみうりゴルフ倶楽部のWEBサイトをご確認ください。

  渋

滞知
らずの

近場でゴルフ！

大
会

今年度よりMYTOWN主催ゴルフ大会参加者にも、参加ポイント
が付きます！ ポイントを貯めるとランチサービスなどの特典有！
※参加ポイントは、倶楽部主催企画、MYTOWN主催ゴルフ大会参加で付与さ
　れます。 詳細はお問い合わせください。

参加ポイントを集めよう！

名門クラブでプレーしませんか？

春のコカ・コーラカップ（コカ・コーラ協賛）
参加賞や入賞賞品にコカ・コーラ製品をご用意！！

プレー費／20,900円（参加費・消費税込、昼食代・利用税別途）

賞　　品／優勝～10位・飛び賞・男女ベスグロ・BB賞・特別賞・参加賞
            ※表彰式は行いません。全日程終了後、成績表・賞品をお送りします。

競技方法／新ペリア方式による18Hストロークプレー ※同ネットの場合 ①グロス順 ②最終Hからのカウントバック
　　　　　　 ※ハンディホールの打ち切り無し、上限は無し ※乗用カート・キャディ付きでプレー

日　　程／3月1日(月)～12日(金)の平日

新シーズン開幕！ チャレンジカップ　
新シーズン開幕！ ショートホール ワンオンチャレンジで素敵な賞品をプレゼント！

プレー費／23,100円（参加費・消費税込、昼食代・利用税別途）

賞　　品／優勝～10位・飛び賞・男女ベスグロ・BB賞・特別賞・参加賞
            ※表彰式は行いません。全日程終了後、成績表・賞品をお送りします。

競技方法／新ペリア方式による18Hストロークプレー ※同ネットの場合 ①グロス順 ②最終Hからのカウントバック
※ハンディホールの打ち切り無し、上限は無し ※乗用カート・キャディ付きでプレー

日　　程／4月1日(木)～9日(金)の平日
※写真はイメージです

よみうりゴルフ倶楽部
☎044-966-1141

https://www.yomiurigolf.com/東京都稲城市矢野口3376-1

日程や結果は
MYTOWN WEBサイトで
https://e-mytown.com/

お申込み
お問合せ

※70歳以上の方は受付時に申請すればゴルフ利用税（1,200円）は非課税。
※掲載内容は予告無く変更する場合があります。
※ご利用の際はドレスコードおよび利用約款を順守してください。
※キャンセルのご連絡は前日までにお願いします。
※3サムの場合、他のお客様と組合せをお願いすることがあります。

（受付時間 １０時より）

お1人様から
お申込み

いただけます！

post in !

折込み料金

●B5サイズ 4.5円～／枚（税別）
●B4・A4サイズ 5.0円～／枚（税別）
●B3・A3サイズ 6.0円～／枚（税別）

申込み締切  ●1日発行号 ： 前月10日頃  ●15日発行号 ： 前月15日頃

貴店のチラシを がお届けします
「MYTOWN SHINYURI」は各戸ポスティングで地元の
読者に届ける地域情報紙。
貴店チラシの折込みが可能です。地区別に折込みする
こともできます。
ぜひ貴店のPRにお役立てください！

※最小受付部数：3,000部
※折り加工がある場合は展開したサイズの価格と
　なります
※弊社でチラシ制作・印刷を行う場合は、
　割引価格となります（制作・印刷費用別途）

株式会社エリアブレイン
メディア事業部

お問い合わせはこちらまで

TEL044-954-2555

チラシの
デザイン・制作も
承ります！
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