
つまでも健康的な日 を々過ごすため、お口の
ケアが欠かせないことは多くの人に認知され

ています。コロナ禍において手洗い・うがい・マスク
を重要視するのは、ウイルスが体内に侵入してしまう
経路の一つが口であるからです。口腔ケアの目的は
お口の中を清潔にするだけでなく、歯や口の疾患を
予防し、口腔機能を維持することにあります。口腔
ケアを続けていると、ウイルスの侵入を防ぐだけで
なく、誤嚥性肺炎や歯周病の予防にもなり、生活の
質（Quality of Life）や体の健康の維持・向上につ
ながります。
　健康な歯を守ることも大切な口腔ケアの一つです。
歯は体の健康を支える大切な土台とも言えます。人

生100年時代と言われる
ほど私たち人間の平均
寿命は延びていますが、
歯の寿命はその延びに追いついていません。歯を
失う2大疾患である虫歯と歯周病を予防し、かけが
えのないご自身の歯を守るため、毎日のセルフケアと
歯科衛生士の指導を受ける定期的なプロケアを活
用し、口腔ケアを実践してください。
　歯科医院への通院は不要不急と考えられがちで
すが、むしろコロナ禍だからこそ、お口と体の健康を
守るために歯科医院を上手に利用することをおす
すめします。私たち歯科医師や歯科衛生士は、皆さ
んのお口の健康を一緒に守るサポーターです。

麻生区役所

川崎市
アートセンター

Odakyu 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

口腔ケアの必要性

月・水・金・・・・・・・10:00～13:30、15:00～19:00
火・木・土・日・・・9:30～13:30、15:00～18:00診療時間

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）

い

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。

診療時間が変更になりました

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

入れ歯でしっかりかめない。歯茎と入れ歯の間に物が
挟まり痛い。ブリッジも検討しているが健康な歯はでき
るだけ残したい。これらの悩みを解消する治療法の一
つがインプラント治療です。当院ではより安全なイン
プラント治療のために、事前検査、治療に関する十分
な理解のための時間をつくり、ご納得いただいた上で
治療を行います。サイナスリフト・骨移植もご提案いた
します。インプラント治療を断られた経験のある方もお
気軽にご相談ください。（お体の具合など状況によって
対応できない場合がございます。ご了承ください。）

インプラント治療のご案内しっかりかめる喜びを
取り戻すために

最少で4～6本のインプラントで
全ての歯を支える治療法、固定
式義歯オールオンフォー。
治療費220万円～（保険適用外）

幼稚園 プレ保育情報
川崎市麻生区・多摩区、東京都稲城市・多摩市・町田市より計17園をご紹介！

未就園児クラス年度2022
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幼稚園
プレ保育情報

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。

未就園児
クラス

年度2022

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

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 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 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

「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

～ TOKO 流 親子時間～
かわいい今を楽しもう！

子どもたちはパパやママが大好き！ 見ていてくれるだ
けで元気が出たり、手をつないでくれるだけで勇気
が湧いたり ... 抱っこやおんぶは最高のご褒美です。
でも、それって案外この時期だけの親子時間。あっと
いう間に成長してしまうかわいい瞬間を幼稚園で分
かち合いながら豊かなものにしませんか？

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 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加（前期）・子どものみ（後期）
内容 魅力的な遊びと家族ぐるみの出会いを通じて
親子時間を豊かにするプログラム
申込 幼稚園事務所へ申込書を持参
その他 見学・イベント情報は幼稚園WEBサイト参照

「2歳児教室」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
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 2019年4月2日～2020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他
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・預かり保育利用可。給食有（月・火・木・
金・月1回水曜）。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 認定こども園
ルミエール幼稚園
☎044-966-4567
麻生区百合丘2-13-1
園長：山崎 惠子

https://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 2019年4月2日～2020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 2019年4月2日～2020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他
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・預かり保育利用可。給食有（月・火・木・
金・月1回水曜）。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たりしな
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 2019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 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

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 2019年4月2日～2020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 〈ゆめっこ〉週2回・〈ありんこ〉不定期開催、都
度申込み。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・ありんこ教室」プレ情報

広いお庭でのびのび保育
2月24日㈭無料体験＆説明会開催します！

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のびの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 2018年4月2日～2020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
の野菜の収穫等
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

2歳児親子教室「はらっぱ」
自分っていいなと思える子育てを！

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～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 子育て懇談会、親子で在園児と共にリズム・散
歩・砂場あそびなど
申込 WEBサイトまたは電話にて受付
その他 体験保育／2月22日㈫

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：大野 裕一

和光鶴川幼稚園

ミニストップ

和光高校
スーパー
三和

乗馬クラブ
クレイン

○P

和光鶴川
小学校

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 2019年4月2日～2020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歳児より参加可能な「こぐまクラブ」も開
設。見学会も開催中（要予約）

青葉
幼稚園

青葉第2
学童クラブ

矢野口
読売ランド入口

榎戸
19

「いちご」プレ情報

幼稚園で、先生とおうちの人と一緒に
「できた！」の喜びを分かち合おう

本園は駒沢女子短期大学保育科の付属園として、最
新の幼児教育の研究と実践の役割を担っています。
少人数クラスを編成し、親子で一緒に楽しめる活動
を通して幼稚園生活に緩やかに着地できるようにし
ています。また、保護者が安心して子育ての喜びや
悩みを分かち合える環境を整えています。

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：髙畠 扶貴

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

稲城駅
向陽台小学校南

城山公園

城山第二公園

至若葉台

こまざわ幼稚園

対象 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 日程／2022年5月～2023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

明日の子どもが輝くために
あたたかさのあふれる幼稚園へ

幼児期は、心と体の成長を育み人生の基礎となりま
す。愛情をたっぷり受けて、いきいきのびのびと過ご
す大切な時期です。「ぴょんぴょんコース」では、同
い年のお友達と一緒に遊び、さまざまな活動を共有
していきます。また、幼稚園生活に慣れることにより、
翌年の年少保育につなげていきます。

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 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 子どものみ
内容 週1回（火・金曜）9:30～11:30
申込 園に問合せ（園より案内を郵送）
その他 園庭開放有（園に問合せ）

「ぴょんぴょんコース」プレ情報

親子で幼稚園を楽しみながら
子育ての喜び、大切さを分かち合いましょう

「ボクはボク」2～3歳の子どもたちは自分づくりの
真っ最中。触ってみて、言ってみて、やってみて…。
自分の力を使ってみる意欲にあふれています。「つぼ
みの会」では、子どもたちの「やりたい」を一緒に支
えていきましょう。遊びの合間の子育てトークでは、
日々の大変さも分かち合いホッとひと息。

百合丘キリスト教会付属
百合丘めぐみ幼稚園
☎044-954-4665
麻生区百合丘1-12
園長：川井 信雄

http://www.y-megumi.jp/

スーパー三和

第2児童公園
北側

百合ヶ丘駅前
ロータリー

百合ヶ丘駅

P

百合丘
めぐみ幼稚園

対象 2018年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 5月開始。原則隔週金曜（年間18回）。親子で幼
稚園での遊びを体験
申込 入会申込書を提出の上、入会金納入
その他 見学可（電話にて要予約）

親子で遊ぼう「つぼみの会」プレ情報

親子で一緒にチャレンジ !!
子どもの可能性を見つけませんか？

いろいろな事に興味を持ち始める2歳児。ピアノに合
わせてのリズム遊びや季節の製作を通してお子様の

「できた！」をたくさん見つけられる場にしていきたい
と思います。この時期にしか味わえない親子の時間。
集団生活の第一歩を経験できるクラスとして、ぜひ

「いちご組」で楽しんでください。

https://www.toonsuwa.ed.jp/

対象 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 5月よりスタート。火～木曜のいずれか週1日。

〈1組〉10:10～11:00  〈2組〉11:10～12:00
申込 受付中 ※見学は火～木曜（電話にて要予約）
その他 〈1組〉永山・多摩センター駅〈2組〉栗平・若
葉台・はるひ野駅まで送迎バス有

幼児教室「いちご組」プレ情報

学校法人 東京音楽学院
諏訪幼稚園
☎042-374-6141
多摩市諏訪5-3
理事長・園長：赤羽 美登志

国士舘大学
尾根幹線

きらぼし銀行

ENEOS

京王永山駅
小田急永山駅

諏訪幼稚園

親子教室（前期）の「キッズ」と
プレ幼稚園の「チューリップ」に遊びに来てね

自然に囲まれた幼稚園です。周りには公園があり車
も入って来ないので、散歩に行ったりマラソンなども
安心して行えます。団地の中ではありますが、麻生
区在住の人が6割です。園庭には子どもを育てる遊
具がたくさんあり、子どもたちは長い滑り台が大好き
です。ぜひ遊びに来てください。

学校法人 向良学園
平尾わかば幼稚園
☎042-331-5511
稲城市平尾3-7-5
園長：石井 篤司

http://www.hiraowakaba.ed.jp/

麻生区役所

麻生警察署

平尾小学校平尾団地

世田谷通り

小田急線 新百合ヶ丘駅

栗
平
駅

平尾わかば
幼稚園

対象 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 〈キッズクラブ〉親子で参加（前期）〈チュー
リップクラブ〉子どものみ
内容 キッズクラブ（火・木曜）・チューリップクラブ

（水・金曜）14:00まで、いずれも週1回
申込 電話にて受付

「キッズクラブ（親子教室）・
チューリップクラブ（プレ幼稚園）」

プレ情報

一歩踏み出せば、そこはまるでアスレチック！
広い園内で大きく羽ばたこう！

「まるでピクニックみたい！」と胸躍る、自然があふれ
る広い園内。山桃やグミ、ブルーベリーにミカンに栗。
じゃがいも大根さつまいも！ ここで過ごした経験は、
きっと大切なお子さまの原点になります。伸び伸びと
した楽しい日々を、ぜひ柿の実幼稚園で。お気軽に
お問い合わせください。

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/

12

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 2019年4月2日～2021年4月1日生まれ
形態 親子で参加・子どものみ
内容 自然あふれる園内で好奇心をくすぐる遊びを体験。通
園回数の選択可。（パーシモン教室はバス登園・給食の利用可）
申込 随時入会受付
その他 見学受付中（随時）

「パーシモン教室・
ほっかほか教室・他」

プレ情報

明るく楽しい幼稚園
さまざまな体験が子どもを育みます

乳児期・幼児期へと成長する大事な時期に、家族と
は異なる大人との出会いや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じ
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

https://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 2019年4月2日～2020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 担任とのふれあい・遊びや製作・収穫体験など
申込 入会申込書を園に提出
その他 見学随時受付中（問合せは電話・WEBサイ
トにて）

「さくらんぼクラブ」プレ情報

［電話予約・窓口販売・WEB予約］
■川崎市アートセンター ☎044-959-2255 
新百合ヶ丘駅北口徒歩3分
（9:00～19:30 ※原則毎月第2月曜除く、電話予約は土・日・祝日も除く）

https://kawasaki-ac.jp/
※WEBサイトでは一般チケットのみ購入可

［その他の窓口販売］  
■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
 （平日9:00～19:00、土・日・祝日10:00～19:00 ※第3水曜定休）

■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・祝日除く）

チケット取扱い
主催 ：川崎市アートセンター ☎044-955-0107
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
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
助成 ： 　　　　　文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
  独立行政法人日本芸術文化振興会

●障がい者割引チケット 2,000円（要障がい者手帳／付き添い1名迄同額）

※2枚セット券は本公演のみ利用可、年間を通しての利用不可。

●20名様以上でのご鑑賞は団体割引があります。

※販売は電話・窓口のみ、詳細は川崎市アートセンター 迄
※付き添いの方が予約される場合は、お電話のみにて承ります

●vol.49～52のチケット半券提示で、一般チケットが2,500円に！ ※販売は電話・窓口のみ

53

しんゆりジャズスクエア vol.53
川崎市アートセンター アルテリオ小劇場［新百合ヶ丘駅北口徒歩3分］

川崎市麻生区万福寺6-7-1 ☎044-955-0107

3,500円一般
チケット 6,000円2枚

セット券全席指定・税込

チケット
好評発売中

開場／18:30  開演／19:00

2022

3.18
ボーカル
EMA

ギ
タ
ー

田
辺 

充
邦

ベ
ー
ス

佐
瀬 

正

ドラム
吉岡 大輔

ピアノ
廣瀬 みちる

昨
年
大
好
評
だ
っ
た

再
度
！

Ｅ
Ｍ
Ａ
の
ス
テ
ー
ジ
を

演　奏
予定曲

いい日旅立ち、蘇州夜曲、星影の小径、
見上げてごらん夜の星を、テネシーワルツ、  etc.

昭和歌謡
の名曲を
昭和歌謡
の名曲を

ジャズアレンジで楽しく！

※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。※新型コロナウイ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サイトをご覧ください。※当面の間、開場時のロビー混雑回避の為、各公演指定席で販売します。
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私たち朝日ホームは、25年麻生・多摩に密着した地元のハウスビルダーです

建売よりも、一級建築士と相談しながら、
ハンドメイドで理想の注文住宅を建てませんか？

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。

土地から
お探しします！

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。

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！

  渋

滞知
らずの

近場でゴルフ！

大
会

昨年度より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？

ホワイトリボンカップ（国際協力NGO「ジョイセフ」協力）
3月8日「国際女性デー」に向けた女性支援活動「ホワイトリボン運動」のチャリティコンペ！
もちろん女性、男性どなたでもご参加いただけます！

プレー費／22,000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(火)～11日(金)の平日 参加ポイント2倍！

「ホワイトリボン運動」とは世界中の女性が
より健康に、自分らしく生きることを支援す
る活動です。コンペ参加費の一部を「ジョ
イセフ」を通して、ホワイトリボン運動へ寄
附いたします。※よみうりゴルフ俱楽部の
SDGs活動の一環として開催いたします。

プレー費／24,200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(金)～8日(金)の平日

好評のフラワーコンペを開催！賞品には素敵なお花をご用意！好評のフラワーコンペを開催！賞品には素敵なお花をご用意！

春のフラワーカップ

※写真はイメージです

《ご注意》開催期間中は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、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。

街のトピックス街のトピックス
アイコンの説明：☎電話　 F FAX　Mメール　営営業時間　休休業日　P 駐車場

　空き家・空地・分割が難しい土地など相続に
関わる不動産は大きな問題。単純に売却したい
と言っても思い通りにならないこともよく聞く
話。だからこそ不動産売却の知識やポイント、自
分の状況を把握してくれる専門家に味方になっ
てもらいたいもの。三井住友トラスト不動産で
は売却の基礎知識やノウハウを学べる講座を
完全予約制で開催中。気軽に参加してみよう。

不動産売買の専門家が分かりやすくレクチャー
「不動産の上手な売り方無料個別講座」2/20㈰まで開催中S E M I N A R

セミナー 新百合ヶ丘

新百合ヶ丘駅
南口

●

●

●
●

イオンスタイル

新百合ヶ丘
エルミロード昭和音楽大学

新宿▶

川崎信用金庫
三井住友
トラスト不動産

参加者には売買の流れが分かるガイドブックをプレゼント

三井住友トラスト不動産「不動産の上手な売り方無料個別講座」
開催日時：2/20㈰迄、10:00～・11:00～・13:00～・14:00～・15:00～・16:00～ ※水曜・
祝日除く　会場：麻生区上麻生1-5-3（三井住友信託銀行のビル、入口は川信向かい側）
問合せ・申込み：無料講座事務局（わかば企画内）☎0120-661-339（10:00～17:00）

　黒川の人気スポット、元木農園のイチゴ狩り
が始まった。今年は人気の「紅ほっぺ」「おいC
ベリー」「あまえくぼ」「スターナイト」など個性
豊かな8種類のイチゴが楽しめる。黒川駅から
徒歩圏で、駐車場も完備。もちろんウイルス感
染予防対策もしっかり行い、便利で安心・安全
な環境だ。完全予約制でWEBサイトからも予
約可能。地元でおいしいイチゴを味わおう。

個性あるさまざまなイチゴの味が楽しめる
イチゴ狩りなら地元の元木農園へL E I S U R E

元木農園
麻生区黒川203　☎080-1984-9293（月曜10:00～12:00、14:00～
16:00のみ対応）  営イチゴ狩り期間：1～5月頃迄、水・土・日曜と祝日のみ開催　
休月・火・木・金曜　http://motoki-farm.com/strawberry
レジャースポット 黒川

黒川駅

若葉台駅はるひ野駅はるひ野駅

コンビニコンビニセレサモスセレサモス

汁守神社汁守神社

小田急
多摩線
小田急
多摩線

京王
相模原線元木農園

料金（30分）大人2,500円、小人（2歳以上小学生未満）1,500円

株式会社鈴木工務店
町田市能ヶ谷3-6-22
☎042-735-5771
http://suzuki-koumuten.co.jp/

　終わりが見えないパンデミックの毎日にほとほ
と嫌気が差していると思います。コレラやスペイ
ン風邪が流行していた当時は、得られる情報は目
の前で起きている現実に限られ、死の恐怖に対
峙していたのでしょう。現在は情報の多さに疑問
を時には持ちますが、リアルタイムで全国や世界
の今を知ることができ、対処方法を知ることで安
心感はあります。
　さて、コロナ禍前は家での暮らしに関心を持っ
ている人は少なく、せいぜい家事動線くらいだっ
た気がします。家を考えている人々に「この家でど
んな暮らしをしたいか」を尋ねるのですが、「暮ら
し」から家を考えている人は少なく、こちらも尋ね
る準備の大切さを実感していました。
　しかし、コロナ禍で状況が大きく変わり、皆が
家での暮らしを考えるようになってきています。
在宅勤務の人が増え、そのための場所の確保も
必要に。パソコンに黙 と々向かうだけでなくオン

ライン会議もあり、狭くても個室が求められます。
　ここまでは場所の確保の話です。もう一つ大事
なのが気分転換です。時間が取れれば散歩や運
動は最高です。広めのリビング・ダイニングでカッ
プを手に庭の植栽を眺めながらの小休止も素敵
です。仕事の手を止めて、額縁のような窓から見
える風景を楽しめるだけでも心が休まります。
　家族で、ゆったりと集える広い部屋は個室が
確立されているから意味があるのです。家に対す
る関心を持つことは、日常生活に心を向けること
です。暮らしから家のありようを見つめ直すいい
機会にしたいものです。

鈴木 亨（すずき とおる）
株式会社鈴木工務店 代表
一級建築士

H O U S I N G
住まい

コロナ禍と家の暮らし

 暮 らし のコラム

堀法律事務所
港区虎ノ門1-1-23 虎ノ門東宝ビル6F
☎03-6206-1022
http://fukuda-law.com/

　なぜ遺言書を作成しておいた方が良いので
しょうか。それは、残された家族や親族の間で
遺産を巡る揉め事が起こることを避けるためで
す。家庭裁判所では年間1万件以上の遺産分割
事件が取り扱われており、そのうち半数以上が
1年以上の期間をかけて争われています。遺産
を巡る揉め事は深刻化・長期化する傾向があ
ります。相続が「争族」と言われるゆえんです。
　遺言書は一部の資産家のためだけのものと思
われがちですが、遺産を巡る揉め事は遺産の多
寡に関わらず起こります。そのため、一般的な家
庭でも遺言書を作成する人が増えており、毎年
約10万件の公正証書遺言が作成されています。
　遺言書は、どのような人にも作成してほしい
ものですが、特に、①不動産を持っている人、②
相続人に民法で定められた相続分とは異なる割
合で相続させたい人、③内縁関係にある人・連
れ子・お世話になった人など相続人ではない人

に遺産を譲りたい人、④相続人となる人同士が
不仲な人、⑤相続人がいない人、⑥事業をして
いる人、⑦社会に役立てるために特定の団体な
どに遺産を譲りたい人は、遺言書を作成するこ
とをおすすめします。家族や親族が揉め事に巻
き込まれないようにするため、遺言書を作成す
ることを積極的に検討してみてください。
　なお、遺言書の作成方法には一定のルール
があり、これを守らない場合、せっかく作成した
遺言書が無効になってしまうこともあります。遺
言書を作成する際は、ぜひ弁護士に相談してく
ださい。

福田 隆行（ふくだ たかゆき）
弁護士
第二東京弁護士会

L A W
法律

終活のすすめ③「遺言書はなぜ必要？」

　社会的弱者も含め、さまざまな人々で構成さ
れているこの社会。人が生きている意味は、生
産性や経済的価値が全てなのだろうか？ 生物
学者・社会学者・思想家であり、重い障がいの
子を持つ和光大学名誉教授の最首悟氏と、障が
いのある人とパン屋・工房・食堂・農園などを
営む「NPO 法人ぷかぷか」の高崎明氏を講師に
迎え、生きる意味・生きる価値について考える。

みんなで一緒に生きることの豊かさについて、改めて考えよう　
オンライン連続講座「生きていて いいんだ」受講生募集s e m i n a r

オンライン人権学習講座「生きていて いいんだ。〜人間の存在の意味を問い直す〜」
開催日時：3/1㈫・8㈫・15㈫10:00～12:00（全３回）　開催方法：オンライン（Zoom）　定員：30人　申込み：
麻生市民館窓口・電話または WEB にて ※2/15㈫9:00～受付　問合せ：麻生市民館 ☎044-951-1300　
https://www.city.kawasaki.jp/asao/page/0000133364.html

セミナー 新百合ヶ丘

左／3月1日㈫講師の最首悟氏　右／3月8日㈫講師の高崎明氏

左／暖かな日差しの中、散策にぴったり　右／パーク内では貴重な文化財も見ることができる

　季節ごとに美しい草花が咲き誇る新感覚フラワーパーク「HANA・BIYORI」では、早春を告げ
る梅の見頃を迎える。寒紅梅や白加賀など約200本もの紅白の梅の木があり、近隣でも有名な観
賞スポットだ。2月11日㈷～27日㈰までは「梅まつり」を開催。縁台や大傘が設置されたパーク内
では、梅とともに貴重な文化財の観賞も楽しめる。また、期間中の土·日曜と祝日には和のイルミネ
ーションが好評の「HANAあかり」も開催。梅まつり期間中は近隣在住（川崎・稲城・多摩・調布の
4市）の65歳以上と同行の家族は入園料が半額になる（要証明書）。春の訪れを感じよう。

寒紅梅·紅千鳥など早春を告げる梅が見頃
「HANA·BIYORI」にて梅まつり開催 近隣在住のシニアは入園料半額にL E I S U R E

HANA・BIYORI（ハナビヨリ）
稲城市矢野口4015-1（よみうりランド遊園地隣）  ☎044-966-8717　営 10:00
～20:00 ※平日は17:00迄。季節により変更有　P 有（HANA·BIYORI 利用者
は2時間無料）  https://www.yomiuriland.com/hanabiyori/
レジャースポット 読売ランド前

HANA・
BIYORI

京王よみうりランド駅
エッソ

よみうりランド前

よみうりランド

▼読売ランド前駅

コンビニ
JA

千代ヶ丘中央

　百合ヶ丘の「地元の家電屋さん」として親
しまれているアメミヤ家庭電器。同店では毎月

「補聴器の無料相談会」を開催している。当日
は補聴器相談員による聴力測定や、聴こえに関
わる悩みや相談事にも気軽に対応。さらにパナ
ソニックの最新充電式補聴器の試聴・装着体
験もできる。次回開催日時は下記参照。コロナ
対策をしたスタッフの自宅訪問も随時対応。

諦めていませんか？「聴こえ」のこと
補聴器相談員による補聴器無料相談会 2/26㈯開催E V E N T

パナソニック補聴器無料相談会
開催日時：2/26㈯ 10:00～16:00
会場：アークプラザ アメミヤ（麻生区百合丘1-16-13、スーパー三和向かい）
予約・問合せ：アメミヤ家庭電器 ☎044-966-4094

イベント 百合ヶ丘

百合ヶ丘駅

ゆり
ストア交番

百合丘小

スーパー
三和

南口

アークプラザ
アメミヤ

グッドデザイン賞を受賞したパナソニック製補聴器

　ピコは京大生の実体験から生まれたそろば
ん・暗算・フラッシュ暗算教室。「そろばん」は
右脳（形とイメージ）を使い計算力を養うので
幼児から始められ、社会に出て役立つ習い事
といわれるほど人気だ。同教室の指導は中・
高・大学入試に役立つ絶対暗算力や理数系ス
キルの土台を築いてくれる。毎月珠算検定、暗
算検定を実施。気軽に問い合わせを。

算数に強い、受験に強い そろばん脳で理系に強い子に
そろばん塾ピコ 年長・小学生の塾生募集CRAM SCHOOL

そろばん塾ピコ（シリウス学び塾内）
麻生区上麻生5-36-8　☎044-386-2563（15:00～21:00 葛城）  営柿生校
15:30～18:30（月・水・金）、新百合ヶ丘校15:10～17:50（月・水）　https://sirius
manabi.com/　★無料体験実施中 マイタウンを見たで入学金無料（各校５人迄）

塾 新百合ヶ丘

新百合ヶ丘駅
南口

●

●

●

イオンスタイル

新百合ヶ丘
エルミロード

新宿▶

川崎信用金庫

そろばん塾ピコ
（セブン-イレブン2階）

高い計算能力が身につくそろばんは、世界各国でも人気

　百合ヶ丘の「韓国惣菜 BANCHAN」が、2月2
日にリニューアルオープンした。現在はまん延防
止等重点措置に基づき、惣菜のテイクアウトのみ
の営業。キンパ（韓国海苔巻き）やチヂミ、参鶏
湯など豊富なメニューを取り揃え、子どもも食べ
られるやさしい味付けのメニューも用意している。
状況が落ち着いたら店内に新設したイートインコ
ーナーで、定食や酒も提供する予定だという。

百合ヶ丘の拠り所となれるような店を目指して
「韓国惣菜 BANCHAN」リニューアルオープンG O U R M E T

韓国惣菜 BANCHAN
麻生区百合丘2-3-6（スーパー三和食品館脇道を入った所）  ☎044-299-9162
営11:00～20:00 ※変更となる場合有　休月・日曜　Pスーパー三和駐車場
2時間無料　Instagram：@banchan_yurigaoka

グルメ 百合ヶ丘

「おいしいお惣菜をご用意してお待ちしております」と笑顔で話す、新オー
ナーのカラザーズさん（2月2日、リニューアルオープン当日に店頭にて）

南口
新宿▶

百合ヶ丘
駅

百合丘小
スーパー三和食品館

第2児童
公園北側

韓国惣菜
BANCHAN

　春休みに開催される「あさおジュニアプログラ
ミング大会」。川崎市が後援となり、新たに「川
崎市長賞」が設けられることが決定。対象を小学
5年生以上から３年生以上に拡大し、参加者を
追加募集している。申し込み後は主催する「麻生
区寺子屋合同プロジェクト」のスタッフが、個別
に一からサポートしてくれるので初心者も安心。
パソコンの貸出も可能。ぜひ挑戦してみては。

狙うは市長賞！ 自由な発想で作品を作ろう！
あさおジュニアプログラミング大会 参加者追加募集中EVENT

あさおジュニアプログラミング大会
作品発表会：3/20㈰　参加費：1,000円（パソコン貸し出しは別途1,000円）　
主催：麻生区寺子屋合同プロジェクト　後援：川崎市・麻生区地域教育会議・富士通 CC 株式会社　
申込み・問合せ：麻生区寺子屋の WEB サイト（右記）より　https://asaoku.ssk.ne.jp/?page_id=45/

イベント 新百合ヶ丘

作品発表会に向け、作品づくりに集中する子どもたち。発表会は3月
20日㈰に麻生市民館にて開催予定となっている。
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☎044-299-7868（新百合ヶ丘院）※自転車屋隣り

ウイルスにもアレルギーにも負けない体づくりを実践しましょう！
　春先のアレルギーの代表格、花粉
症の対策は今から始めておくことが
肝心です。花粉症の他にも、慢性的
な冷え・痛み・コリは基礎代謝が下が
り血行不良が原因であることも。当院

は全て手技による施術で血行を促し、
体に溜まった老廃物を排出。体の芯
から温かくなり、続けることで体調を
良好に保ちます。体の不調は気軽に
ご相談ください。

前徳院長

★

南百合丘小
南側

南百合丘
小学校

尻手黒川線

交番
王禅寺
五差路

新百合ヶ丘院

中国長寿
気功整体院

新百合ヶ丘院・中野島本院

☎044-944-8855（中野島本院）

中国長寿気功整体院

早春キャンペーン 初めての方は 50分2,980円

●
サ
ミ
ッ
ト

●

中
野
島
駅★

中国長寿
気功整体院
中野島本院

派
出
所

立
川
▼

J
R
南
武
線

▲
川
崎

百合ヶ丘院での回数券もご利用いただけます

賃貸物件及び売却物件大募集

有限会社エム・アール・エス有限会社エム・アール・エス
麻生区向原3-8-6  ［営］10:00～17:30 ［休］火・水曜
TEL&FAX 044-953-5933

地元・麻生区密着型の不動産会社として、
皆様の不動産に関することなら、親身に対応いたします！
賃貸管理や不動産売却・買取、投資物件、空き家有効活用など、
ぜひお気軽にご相談ください！

不動産
無料査定
実施中

宅地建物取引業　神奈川県知事(1)第30643号

王禅寺ペットクリニック

◉禅寺丸ペットクリニック☎044-981-1013

王禅寺ペットクリニック

検 索王禅寺ペットクリニック

◉予防注射と猫の診察室 ☎044-969-1013

各院の診療時間はホームページでご確認ください。

わんドック・にゃんドック受付中。年に1度は受診しましょう。

◉本院 ☎044-969-1013
複数の獣医師・看護師・スタッフによる総合的なチーム医療

◉新百合ヶ丘病院 ☎044-952-2200
新百合ヶ丘駅から徒歩2分明るくキレイな動物病院

4病院体制で
安心・便利な環境を

百合ヶ丘

新百合ヶ丘

五月台

柿生

昭和音大

柿生小

真福寺小

柿生中

むじなが池
公園

日本映画大

ゆりストア

王禅寺
公園

麻生区役所

ユアペティア

★

★

★

★

新百合ヶ丘病院

本院

禅寺丸ペットクリニック

予防注射と猫の診察室

大和市文化創造拠点 シリウス やまと芸術文化ホール

KAATカナガワ・ツアー・プロジェクト 第一弾
冒険者たち ～JOURNEY TO THE WEST～

PICK UP公演情報
2022年 2月・3月

大和市大和南1-8-1（小田急江ノ島線・相鉄本線 大和駅より徒歩3分）

☎046-263-3806 大和駅

小
田
急

江
ノ
島
線

南口

相鉄本線

大和東一丁目

大和駅東

プロム
ナード

大和南

深見台

横浜▶

藤
沢
▼

467

やまと芸術文化ホール チケットデスク（9:00～18:00）
窓口：1階ホール事務室

問合せ・
チケット取扱い

2/26［土］開演16時・27［日］開演14時

天竺はどっちだ!? 猪八戒はどこへ!? 誰もが親し
む「西遊記」をもとに書き下ろし演出された演劇
作品。時空を超えて神奈川県に迷い込んだ三蔵
法師の一行が、県内各地域の伝説や昔話の世界
を旅する冒険物語。幅広い世代が楽しめるステー
ジにご期待ください。
会場／メインホール　料金／大人：4,000円、子ども（4歳～中学生）：2,000円 
※4歳未満入場不可 ※全席指定・税込　★26日は終演後に長塚圭史氏（KAAT
神奈川芸術劇場 芸術監督）のアフタートークを開催。

朗読劇コンサート
ことばと音楽で楽しむ「あべこべの世界」

3/5［土］開演14時30分

誰もが知っている「赤ずきんちゃん」。そ
の赤ずきんちゃんがお祖母ちゃんになり、
孫の青ずきんちゃんが繰り広げる奇想天
外な物語。そんな「あべこべ」の世界を女
優・中嶋朋子の朗読と音楽家・加藤昌則
のピアノ即興演奏でお届け。
会場／サブホール
料金／大人：2,000円、子ども（小中学生）：1,000円
※未就学児入場不可 ※全席指定・税込

※新型コロナウイルス感染防止対策として、検温、消毒、マスクの着用などへのご協力をお
願い致します。※今後の感染状況によっては、公演内容に変更が生じる場合がございます。

〒215-0021  川崎市麻生区上麻生1-10-5-304
TEL 044-954-2555（平日10:00～18:00）
※採用に関するお問合せはメールにて　MAIL recruit@areabrain.co.jp株式会社エリアブレイン
https://areabrain.co.jp/company/recruit.html

Create our future together

株式会社エリアブレイン　正社員募集

採用までの流れ：書類選考 → 面接 → 代表面接 → 採用
応募方法：下記WEBページより専用応募フォームに進み、ご応募ください。 

仕事内容
■地域メディア｢MYTOWN｣の企画･営業･編集業務
■地域の企業･商店等の販売促進支援業務
■自社イベントの企画･運営業務
■小田急線･新百合ヶ丘エリアのまちづくりサポート業務
応募条件
■要普通自動車免許（AT限定可）
■基本PCスキル（Excel､Word､Powerpoint､メール）
　がある方
■人と接することが好きな方
勤務時間
9:00～18:00（実働8時間）※残業有

給与
月給23万円～ ※年齢･経験等を考慮の上､当社規定に基
づき決定
【収入例】40歳（入社5年目）
月給40万円＋業務手当＋役職手当＋会社業績に応じ賞与
休日休暇
週休2日制／土･日･祝日､夏季､年末年始､有給休暇･慶弔休暇
※取材やイベント運営などで土･日･祝日に振替出勤とな
る場合有　※週休3日制･4日制勤務も導入予定､複業家･
起業家の方も相談可
待遇・福利厚生
社会保険完備､交通費支給（規定内）､昇給有､会社業績に
応じ賞与支給､業務手当､技術手当､営業手当､時間外手当

小田急線･新百合ヶ丘エリアで､
あなたの経験と｢人間力｣を生かして活躍しませんか？
地域に貢献できる、やりがいのあるお仕事です。

【募集職種：企画営業及び編集】

川崎市麻生区五力田2-9-3
（五月台駅から徒歩約1分）

【  給  与  】 時給1,100円～1,250円（試用期間3か月は時給1,050円）
【  時  間  】 8:30～17:30  就業日数、時間は応相談。※週3日以上の勤務希望
【  資  格  】 要普通自動車免許（AT限定可）
【雇用形態】 パート
【  休  日  】 シフト制  ※休日は応相談。繁忙期は月2回程度の土曜出勤あり（代休取得）
【  待  遇  】 制服貸与、労災保険、雇用保険、交通費全額支給、マイカー通勤可、昇給・賞与あり、社員登録制度あり
【応募方法】 電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を持参

https://duskin-kawasaki.com/

ダスキン百合ヶ丘
TEL 044-987-5455（採用係）

ダスキン百合ヶ丘 パートスタッフ募集！
お客様係ハウスクリーニングスタッフ

週3日位・未経験もOK

主に一般家庭を訪問し、エアコンや
水まわりのおそうじを行います。【仕事内容】 お客様宅へ定期訪問し、モップなど

ダスキン商品のお届け、お取替えなど。【仕事内容】

■  新百合ヶ丘 3/ 4（金） 新百合トウェンティワンホール B2階 第2研修室
〈小田急線「新百合ヶ丘駅」北口より徒歩2分 新百合21ビル 地下2階〉 10:30～12:30

■  鷺　沼 3/18（金）
住まいと暮らしのコンシェルジュ 鷺沼駅前店
貸会議室 2階 セミナールーム
〈東急田園都市線「鷺沼駅」正面改札口より徒歩30秒〉

 10:30～12:30

そごう横浜店 9階 市民フロア ミーティングルーム Ｂ
〈「横浜駅」東口よりポルタ地下街中央通路を直進〉■  横　浜

3/ 3（木）
3/10（木）
3/25（金）

 10:30～12:30

■  厚　木 3/24（木） プロミティあつぎ 8階 D会議室
〈小田急線「本厚木駅」北口より徒歩4分〉 10:30～12:30

■  渋　谷 3/10（木） 渋谷ヒカリエ 11F ヒカリエカンファレンスルームＡ
 〈各線「渋谷駅」直結〉 10:00～12:00

教室開設説明会 ※25歳～60歳（女性）の方にお願いしています。

0120-410-297 公文書写 先生 検索

※当日ご都合の悪い方はお気軽にお問い合わせください。　※オンラインも対応しています。

公文書写は全国10万人の方が学ぶ書写団体です

右記日程でオンライン
説明会を開催します。

●3/9（水）15：30～16：30　●3/17（木）14：00～15：00　●3/25（金）11：00～12：00
【事前予約制】 WEBサイトまたはフリーダイヤルよりお申し込みください

指導者養成
プログラムで

未経験でも
  安心！

3月無料体験学習（3/11～3/31）
生徒募集中！

3月無料体験学習（3/11～3/31）
生徒募集中！

折込料金（税込）

●B5サイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4.95円～／枚
●B4・A4サイズ・・・・・・・・・・・・5.5円～／枚
●B3・A3サイズ・・・・・・・・・・・・6.6円～／枚

貴店のチラシを がお届けします

※最小受付部数：3,000部

株式会社エリアブレイン メディア事業部 TEL044-954-2555

「MYTOWN」は各戸ポスティングで
地元読者に届ける地域情報紙。
貴店チラシの折り込みが可能です。
地区別に折り込むこともできます。

post in !チラシ制作も承ります！

広告ご出稿のお申し込みは
お電話またはメールにて
承っております

株式会社エリアブレイン メディア事業部
お問合せ TEL 044-954-2555

mytown@areabrain.co.jp

各戸への
ポスティングで
新聞をとっていない

お宅へも
訴求可能です

毎月2回 1日・15日発行
※いなぎ版は隔月1回発行

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

電話・インターネットで診療予約ができます

●土曜   8:00～12:00

●平日   8:00～12:00
　　　 15:00～18:00

水曜・土曜午後・日曜・祝日

内科・循環器内科
院長　龍 祥之助

※月曜のみ19:00まで

麻生区古沢7

区役所

警察

病む人のために誠実な医療を。

TEL 044-955-7231

診療時間

休診日

ご招待券
5組10名様   P

19世紀末から20世紀初頭のフランスで活躍した画家、アンリ・
ル・シダネルとアンリ・マルタンに焦点を当てた、国内初の展
覧会。印象派を継承しながら、新印象主義、象徴主義など同時
代の表現技法を吸収し独自の画風を確立した二人は、幻想的
な主題、牧歌的な風景、身近な人々や生活の情景を、親密な情
感を込めて描いた。また、二人は深い友情で結ばれながらも、シダネルは北フランスに特有の霞がかった柔
らかな光を、マルタンは南仏の眩い光を描き、異なる光の表現を追求する。世紀末からモダニスムへ至る
ベル・エポック期、独自の絵画世界を展開した二人の道のりを、約70点の油彩・素描・版画を通して辿る。

3/26㈯〜6/26㈰　SOMPO美術館

シダネルとマルタン展 
ー最後の印象派、二大巨匠ー

アンリ・マルタン《二番草》  1910年　フランス、個人蔵
©Archives photographiques Maket Expert

開館時間：10:00〜18:00 ※入館は17:30迄　休館日：月曜　料金：一般1,６00円、大学生1,100円、高校生以下無料 ※身体障
がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳を提示の本人とその介助者1名は無料、被爆者健康手帳を提示の場合は本人
のみ無料　アクセス：新宿駅西口より徒歩5分（新宿区西新宿1-26-1）　☎050-5541-8600（ハローダイヤル）
https://www.sompo-museum.org/

2022年2月15日発行
発行部数 ： 70,000部　配布エリア ： 川崎市麻生区（一部除く）、稲城市平尾　配布方法 ： ポスティング、ラック設置

【発行元】
株式会社エリアブレイン （神奈川情報紙交流協会会員）
〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-10-5-304　TEL.044-954-2555㈹　FAX.044-954-5869
E - m a i l  : mytown@areabrain.co.jp
Webs i t e  : https://areabrain.co.jp/（コーポレート） https://e-mytown.com/（MYTOWN）
Facebook : @mytown21　Twitter：@mytown21　Instagram：@mytown_official

【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／しんゆり交流空間リリオス／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込価格です。
※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。

①希望プレゼント ②住所 ③氏名（ふりがな） 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

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
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

りそな銀行新百合ヶ丘支店のビルとみずほ銀行新百合ヶ丘
支店のビル（小田急新百合ヶ丘ビル）の間の通路から、エル
ミロードの方を見たところ

川崎授産学園 オンライン福祉講演会
「脳が不自由」ってどんな感じ？

脳梗塞の後遺症から高次脳機能障害当事者
となった講師が、「脳の不自由さ」について
講演し、発達特性や認知症等あらゆる当事
者が望む対応について話す。★講師 ： 鈴木
大介。定員：オンライン100人、会場15人。
申込み：メールで（氏名、電話番号、オンラ
インまたは会場の別、ある人は講師への質
問を明記）。3/7㈪締切。抽選。問 ☎044-
954-5011・ mail entry@seiwa-gakuen.jp

3/12㈯13:00〜15:00
オンライン（Zoom）他

S E M I N A R
セミナー

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。

街の掲示板

● Aタイプ 文字のみ：90字（タイトル＋本文）11,000円
 ● Bタイプ 画像なし：216字（タイトル＋本文）22,000円
● Bタイプ 画像あり：画像＋166字（タイトル＋本文）22,000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（税込）

募集情報 掲載料金（税込）

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 11,000円
 ● Bタイプ 画像なし：タイトル18字＋本文180字 22,000円
● Bタイプ 画像あり：画像＋タイトル18字＋本文130字 22,000円

麻生の歴史散策「旧岡上村を歩く」

市指定有形民俗文化財の石造物、旧村社 ・
岡上神社、市指定有形文化財・熊野神社等、
里地や里山風景が残る麻生の飛び地・岡上
とその周辺を巡る。★馬頭観音〜禅寺丸柿
古木〜東光院〜高蔵寺〜熊野神社〜岡上神
社〜営農団地〜谷戸の辻の石造物〜鶴川駅
南口解散。定員 ： 30人（抽選）。500円（資
料代他）。申込み ： 往復ハガキか WEB で。
3/15㈫必着。問 ☎044-965-5113 麻生区
役所地域振興課 https://asao-kankou.jp

3/25㈮13:15〜16:30 ※荒天中止
鶴川駅北口集合（全行程約5㎞）

E V E N T
イベント

英語のおもしろさを実感「英語塾 ・ 英会話
チャンプ」 中学生で英検２級を目指す。個人
レッスンで楽しく上達。小学生〜高校生対
象。まずは電話を。麻生小校門前。 
問 ☎044-953-9365

教室・習い事S C H O O L

極真カラテ三和道
場 百合ヶ丘道場　
入会金半額、無料
体験受付中！　
少年は強い心と体
作りを目標に、学生・社会人は体力増進と
体力向上、克己心を磨く。全身運動でスト
レス解消も。年齢不問、誰でも参加可能。現
在、入会金半額。見学可。詳細は「極真　三
和道場」で検索。★百合ヶ丘駅から徒歩6
分。体験無料。申込み：電話で。問 ☎042-
723-5969 町田事務局

教室・習い事S C H O O L

「写真＆エッセイを学び、思いを表現しよ
う！〜地域目線で語る、麻生区の40年〜」

7/1㈮に予定されている麻生区制40周年
記念式典の日に展示する作品（写真とエッ
セイ）について、撮影技術や表現方法等、
プロの指導によりその作り方を学ぶ。オン
ライン併用。★14:00〜16:00。講師 ： 石
井よし子、山本秀男。先着20人。無料。申
込み ： WEB で。問 ☎044-951-1300 麻
生市民館 https://www.city.kawasaki.jp/
asao/page/0000135765.html

2/18〜3/18の毎金曜（全5回）
麻生市民館3F 第1会議室

S E M I N A R
セミナー

町田市立国際版画美術館友の会
第23回 会員展
日本画、版画等を展示。★初日は13:30〜、
最終日は16:00迄。問 ☎042-726-3051

3/15㈫〜20㈰10:00〜17:00
町田市立国際版画美術館

A R T
アート

編集部からのお知らせ

MYTOWNはWEBサイトやSNS（Facebook、Twitter、Instagram）でも情報発信中！

紙面ではご紹介しきれない情報や、タイムリーな情報などを WEB で発信しています。
紙面とあわせて、WEBの MYTOWNもぜひ「いいね」してご活用ください！

WEB サイト　https://e-mytown.com/

@mytown21 @mytown21 @mytown_official

読者の皆様に送っていただいた、おたよりとお写真を一部ご紹介します！

読者の声LETTERS

写真左

昼と夜の境目白い。早野の田
んぼは広々として夕焼けがキ
レイです。

（麻生区王禅寺東 H.S. さん）

写真右

柚子の香り、画面いっぱい。
（麻生区王禅寺東 C.W. さん）

●毎回楽しく拝読しています。今年も帰省はせず自宅で過ごしたので、1月号の年末年始のイベント情
報が役立ちました。また、風のタイムトリップで取り上げられた小沢城址、富士塚は近くをよく通るの
に知らなかったので驚きました。遊園地よみうりランドから京王線のよみうりランド駅方面へ向かう
エリアは、道も新しくなり、どんどん景観が変わっているので、その工事の進捗状況も紙面で取り上
げてほしいです。（麻生区千代ヶ丘 Y さん）

●最近、「ここはどこでしょう！？」のクイズコーナーが楽しみです。応募は初めてですが、分かっても説
明が難しいようなマニアックな景色のときもあったりするので、分かると楽しいです。（麻生区万福寺
K さん）

●2月号「麻生区こどもSDGsフォーラム」の記事は良かったと思います。大人の指導はあったのでしょ
うが、子どもたちがこのようなフォーラムを主催し、運営したことに感動を覚えます。また、当日の様
子も良く分かり、子どもたちの真剣さに出席した大人たちが引っ張られて真摯に対応していたのだな
と思いました。「温暖化や少子化など、…私たちのことをどう思っていますか？」との質問は胸に刺さ
ります。（麻生区片平 M.I. さん）

「いちに いちに いちにの さんぽ」と散歩に出かけ、「さんぽあるいて こんに
ちは」。ありさん、いぬさん、くまさん、きょうりゅうさんに出会うたびに出て
くる「一緒にお散歩しましょうか」という呼び掛けには、子どもも大人も思
わず笑顔。そして最後には大きなおひさまが！ その光の中を帰って行くシー
ンがまた素敵。柔らかいフォルムにやさしい色合いの絵、繰り返しのリズム
に心が和み、散歩をするときは「いちに、いちに、さんぽあるいて こんにち
は」と口をついて出てきて…おうちの中でも外でもたくさん楽しめる絵本。

忙しい毎日にちょっと一息   「白山子ども図書館 ほんの森」推薦絵本

いちにのさんぽ

「いちにのさんぽ」
ひろかわさえこ作・絵（アリス館）白山子ども図書館 ほんの森

麻生区白山1-1-5（白山愛児園地域交流スペース内）
☎090-4128-5647（虹の会）　http://honnomori.webcrow.jp/

絵本を
読もう
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ＰRビジョンを活用して、貴社や貴教室の情報を発信しませんか？

最新のクラウド型デジタルサイネージとメディアラックを一体化！

フライヤーやフリーペーパーと
連動した動画配信が可能です。

４２インチ デジタルサイネージ

運営：NPO法人 しんゆり・芸術のまちづくり　https://shinyuri-art.com/ お問合せ先：株式会社エリアブレイン（保守・管理・広告取次）　TEL.044-954-2555（平日10:00～18:00）
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最新のクラウド型デジタルサイネージとメディアラックで、芸術のまちにふさわしい情報を随時発
信しています。フリーペーパーの配布や、各種商品・店舗のPR、コンサート・演劇・舞台・映
画・展示会・講演会・イベント告知など、幅広い用途に利用可能。動画とフライヤーを併用すれ
ば、より効果的な情報伝達が実現します。

※価格はすべて税込価格です。※料金は前納
をお願いする場合がございます。※設置店に
よる内容審査を通過後、正式なお申込みとな
ります。※詳細はお問合せください。

ご利用料金 設置場所
15秒間の動画スライドショー配信 ※制作費別 11,000円／月
メディアラック利用（A4サイズ・1枠）

●新百合ヶ丘エルミロード（新百合丘オーパ側入口）
●イオンスタイル新百合ヶ丘（2階 左側シネマ入口）11,000円／月

★ご利用料金の一部を新百合ヶ丘の街をより豊かにする力に活用させていただきます。

各種告知用のフライヤーやフリーペーパー
などの設置が可能です。

メディアラック

自ら考え、判断し、表現する能力を育成。2月末まで無料体験実施中！
TSK 東京進学会では本部校にて、2月28日㈪まで何度でも受講できる無料体験授業を実施。「4名ク

ラス」＋「個別指導」＋「ゼミ式チュートリアル」を組み合わせた指導体制で、論理的思考能力・判断

力・表現力を養う。生徒参加型のゼミ式授業で、Q＆A を用いて徹底的に

生徒一人ひとりの疑問に対応。特に TSK 独自の「ステップラダー英語」で

は毎年平均偏差値が2桁アップしている実績を持つ。ぜひこの機会に、「考

え、理解しながら学んでいく」授業を体験してみよう。詳細は WEB サイトで！

住 麻生区万福寺2-1 しんゆり交流空間リリオス（新百合ヶ丘教室）
多摩市落合1-3-7-501（多摩センター本部校）　☎ 042-375-
3163　https://tsk-tokyo-shingakukai.com/

TSK東京進学会
代表

本多 正明
イオン
スタイル

ロータリー

横浜銀行

南口

オーパ

エルミ
ロード

新百合ヶ丘駅
町田

数学、英語・英検対策、古文、漢文、現代文、小論文対策、日本史、世界史、地理、政経、物理、化学、生物

中高一貫生・高校生・高卒生 ※高卒生は8人限定可（本部校のみ）対   象
指導対応科目

塾長
西村 禎志

新百合ヶ丘駅
南口 新宿▶

イ
オ
ン

ス
タ
イ
ル オーパロータリー

「行きたい学校」の夢が叶えられる 第一志望校合格率78.0％
新百合ヶ丘南口すぐの駅ビル「小田急アコルデ新百合ヶ丘Ⅰ」に新規開校。小さい塾ながら早慶レベルの

質の高い指導と、かかりつけ医のような面倒見の良さで、地域No.1の信頼を得る進学塾を目指して躍

動中。現在、3月1日㈫から順次スタートの高校受験 新中１・２・３クラス生を

募集。1クラス定員8人までの少人数で、生徒一人ひとりを大切に育成。大手

とは違う地域密着塾だからこそできる「我が子のようにサポートしてくれる」手

厚さに、保護者からの信頼も厚い。その詳細はWEBサイトや体験で確認を。

住 麻生区上麻生1-20-1小田急アコルデ新百合ヶ
丘Ⅰ 8F（駅出て1分）  ☎ 044-986-1223
https://www.koyugakuin.com/

こうゆう学院 新百合ヶ丘校

算数・数学、国語、英語、理科、社会

小学生（受験・非受験）、中学生（高校受験）対   象
指導対応科目

子どもと真摯に向き合い、「自走する」習慣を身に付けさせる塾
わが子の現状から一段上を目指せるような変化が欲しいと感じる人も多いのでは。そのためには受

け身の勉強ではなく、「学びを自走する」ように導くことが必要。同塾では子どもの進度に合わせ無駄

のない授業で「やる気」を起こす指導が好評。IT教材を活用し解説を繰り返

し視聴。家庭でも視聴ができる。講師による「考えさせる指導法」の実施で、

「分かる」から「できる」へ成長し自走の習慣が身に付く。同塾の自走してい

る中学生は数学検定準２級取得、高校生も数学はトップクラスの成績。

住 麻生区上麻生5-36-8（柿生駅徒歩約3分）
☎ 044-386-2563（受付時間15:00～21:00）
そろばん・速聴読・習字・ロボット教室なども併設

シリウス学び塾

算数・数学、国語、英語、理科、社会　※高校生は数学、理科、英語のみ

小学生・中学生・高校生対   象
指導対応科目

代表
葛城 誠一

柿
生
駅

南口 柿生
郵便局

▲
新
百
合
ヶ
丘

柿生保育園

交番

シリウス
学び塾

一人ひとりの学びと疑問に向き合う、家庭的な学習塾
百合丘で開講37年。開講以来一貫して行っているのは、生徒一人ひとりの意欲と自信を引き出し、自

分で考える習慣を身に付けさせること。学校の授業進行や教科書の進度に合わせ、分からないこと

は、そのつまづきまでさかのぼり「できるまで・分かるまで」対応してくれ

る。家庭的な雰囲気の塾なので、勉強以外の悩みの相談もしばしば。そんな

ときも正面から向き合いアドバイスをくれる。学校の課題にも親身に相談。

とても面倒見の良い地元の学び舎だ。

住 麻生区百合丘1-23-2-201
☎ 044-954-1013 （平日17:00～21:00）

ネオスクール 教文研

小学生／算数、国語、英語   中学生・高校生／数学、英語

小学生・中学生・高校生対   象
指導対応科目

ミニ
ストップ

百合ヶ丘駅
新宿南口

世田谷通り

北口
塾長

木下 和久

中高一貫校生の英語個別指導塾。まず学校での好成績指導に重点を置き、次に英検指導。余裕のある

生徒は先へと指導してくれる。通塾は部活動も重視し週1回が原則。塾宿題はメール・FAX添削で個人

対応を行うのが特長。大学共通試験の英語は【読解力・速読力】【聞く力】が重

要。同塾はニュートレジャーなどの高難度教材と受験英語の指導で、難関大学

現役合格と英検準１級・２級合格者を多数輩出。塾長は元米国大使館通訳、子

ども2人を都内の難関国立医学部・工学部に現役合格させたお母さん。

高2までに受験英語を仕上げ、英検準1級合格も！

住 麻生区百合丘1-19-2 星ビル（百合ヶ丘駅南口徒歩2分）
☎ 044-966-3442
https://www.eigorise.com/

英語塾RISE

 

英語・英検 ※昨年は高1生1人、高2生2人が準1級合格

中高一貫生・中学生・高校生 ※高校生は中学時の入塾生最優先のため募集枠少対   象
指導対応科目

百合ヶ丘駅

ゆり
ストア交番百合丘小

sanwa

南口

中学受験の算数を「苦手」から「得意」にする完全個別指導塾
中学受験「算数」を主体にマンツーマンの完全個別で指導する塾。代表の福原先生が生徒一人ひとり

の学習進度・理解度を把握し効果的な学習指導計画を立案。国語・理科など他教科も受講でき、4教

科全体の学力アップも可能。問題の解き方、答えの導き方の手順もしっかり

フォローしてもらえるので、難関中学合格を目指す保護者の信頼度も高い。

1コマ80分の授業で、曜日・時間帯の選択が可能。習い事など子どものスケ

ジュールに合わせることが可能なのも大きなメリット。

住 麻生区百合丘1-23-2-303
☎ 044-712-0056
https://gakukan.net/

算数楽館

算数・数学、国語、理科、社会

小学生・中学生対   象
指導対応科目

塾長
福原 開

ミニ
ストップ

百合ヶ丘駅
新宿南口

世田谷通り

北口

地元のおすすめ学習塾
新年度、進学・進級準備の季節になりました。今回は子どもたちをしっかりサポートしてくれる、

自宅から通いやすい地元の学習塾をご紹介します。勉強の理解度や性格に合った先生や塾がきっと見つかります！

自宅からも
通いやすい


