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New Open

しんゆりエリアにオープンしたお店の中から
ピックアップしてご紹介

読 売ランド前 ／ 百合ヶ丘 ／ 新 百合ヶ丘 ／ 柿生 ／ 五 月台

E VE NT

“不動産を売るとき”って、
どうしたらいいの？
専門家に学ぶ「不動産の上手な売り方無料個別講座」開催

4月9日㈯〜26日㈫ 開催！ 参加無料・要予約
売却のノウハウを専門家がわかりやすく伝授

売買の基本から価格査定まで
将来を見据えた賢い不動産売却術

日本では相続財産の半数以上の割合を占めるのが不動産

無料個別講座では、不動産売却

だそう。分割が難しい土地や建物は相続時の大きな課題の

の契約の流れ、進め方のポイント

一つ。いざ、相続が発生してから不動産を売却しようとし

や注意点、売却にかかる諸経費な

ても、思い通りにいかなかったり、時間がかかってしまう

ど、不動産を売るときに事前に知

ケースも見られます。最近では、住む予定の無い実家など

っておきたい知識を分かりやすく

の空き家や空き地の売却について悩んでいる人も多いそ

解説。さまざまなケースを踏まえ、

う。事前にできる準備で労力を軽減、早めの対策を考えた

不動産売却の基礎からノウハウを

ておきたいものです。

伝授してくれます。

そこで、三井住友信託銀行グループの「三井住友トラス

参加者には売買の
流れが分かるガイ
ドブックを進呈

今や土地や建物の売却は土地活

不動産の上手な売り方無料個別講座
■会場／大塚新百合ヶ丘ビル2階会議室

（三井住友トラスト不動産 新百合ヶ丘センター）
※会場内は感染症予防対策を実施

■日時／4月9日㈯〜26日㈫ ※水・祝定休
①10:00〜 ②11:00〜 ③13:00〜
④14:00〜 ⑤15:00〜 ⑥16:00〜

※希望日時の3日前までに申し込み
※相談したい不動産の所在地を伝えてください

■定員／各日・各回1組

■参加費／無料（要予約）

■参加特典／「不動産売買ガイドブック」をプレゼント
■予約・申し込み／☎0120-661-339
講座事務局
（わかば企画内）
10:00〜17:00
WEBの申し込みは
二次元コードから

新百合ヶ丘駅
イオンスタイル
●

昭和音楽大学

南口

新宿▶

新百合ヶ丘
エルミロード
●

ト不動産」では、4月9日㈯ 〜 26日㈫ の約 3 週間に不動産売

用の選択肢の一つ。多くの不動産売買に関わった専門家か

●

買の悩みや不安を解決するための「不動産の上手な売り方

ら、得する売却・損する売却を学んでみませんか？ 不動産

大塚新百合ヶ丘ビル

無料個別講座」を、新百合ヶ丘駅チカの大塚新百合ヶ丘ビ

の売却について悩んでいる人は、この機会に参加を。不動

ルで開催します。

産の価格査定の相談にも応じてくれます。

● 川崎西合同庁舎

麻生区上麻生1-5-3
（三井住友信託銀行 新百合ヶ丘支店）
小田急線
「新百合ヶ丘」
駅南口徒歩3分
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クックデリ かど家

ディナーは新鮮なお造りと

百合ヶ丘で26年続いた定食・居酒屋
「山口

笑顔で話す夫妻が切り盛

o1

の中も具がたっぷりで食べ応え十分。
これからの季節はライ

酒との相性も抜群。国内の厳選食材をふんだんに使った

チやブルーベリーなどの新作、産地直送のメロンやトマト

09田急多
小

昨年12月に同ビル内で移転しリニューアル

o1

「オクターブ」には、
「まつげや眉を整えることが、一段

な技術や落ち着いた店の雰囲気が地域でも評判で、
リ

片平二丁目

栗平

・白鳥中

・長沢中
王禅寺五差路

・

急多

摩線

五月台

・片平小

きれいになるお手伝いを
いたします！

10

片平小学校入口
片平二丁目

スタッフの皆さん

・
昭和音大

・柿生中

10

柿生野菜生産者直売会が50周年を迎えたことをきっかけ

スーパー三和食品館の脇道にある
「韓国惣
o1

ウェディングや家族の思い出の記録など

・弘法松公園

・
南百合丘小

03

細山交番前

にとの思いから
「庭」
と名付けた。コミュニケーションの

える。ランチタイムにはボリューム満点の韓国料理定食

読売ランド駅入口

高石歩道橋下

金程中・

ンも始めたので、店内で出来たての温かい料理を味わ

西生田小学校前

西生田中・

金程中学校前

菜 BANCHAN」が、今年2月にオーナーチェンジして

ン。写真を撮るだけでなく、地域の憩いの場になるよう

S hop

生田東高・

千代ケ丘小・

リニューアルオープン。テイクアウトだけでなくイートイ

読売ランド前

小田急線

生田

子どもも食べられるやさしい味付けの

軽に撮影を試せる催しも開催予定。

メニューも用意している。

人生の節目節目に
撮影をご依頼いただけるような、
皆様の生涯の専属写真家に
なりたいと思っています。
上／撮影例。スタジオ撮影
（ショー
トプラン）15,000円〜、出張撮影
（ショートプラン）
20,000円〜

込み、彩茶が閉店する際に作り方を教わって受け継いだ

・

のが店を始めたきっかけ。沖縄県産黒糖で煮込んだ、
もちもちした大粒のタピオカがたっぷり入ったミルク

05

今年3月、桜が咲き始めた頃に麻生川沿いにオープン。ちょっと

自家製キムチとともに
お召し上がりください。

・

麻生郵便局

昼飲みも歓迎です！
オーナー
カラザーズ・ブランドンさん

地元に愛される

アンド

スイーツ

アプリコット

C afe & Sweets Apricot
子育て世代の夫婦が営む、和やかな雰囲

タピオカ屋さんを目指します！
マンゴースムージーも

スーパー三和食品館

o2・o3

始めました♪

百合丘第 4 公園

麻生区役所

・百合丘第 2 公園

・

・

弘法松公園

o5

昭和音大・

カフェ

ること間違いなし！

百合ヶ丘

・

おいしい韓国料理定食を

営 11:00
麻生区百合丘2-3-6（百合ヶ丘駅南口徒歩約5分） ☎044-299-9162
麻生小・
〜21:00（ランチ11:00〜14:00、L.O.20:00） 休 月・日曜 ※不定休有
Instagram：@banchan_yurigaoka ★アルバイト募集中、詳細は問合せを

S hop

Cafe ちょくちょく

ティーは、一度飲んだらやみつきな

o1
百合丘小

上 ／キンパ、チヂミ、おかず8 種と
スープがセットになった、彩 豊かで
ボリューム満 点のランチメニュー、
「BANCHAN定食」
（1,380円）。他
に「プルコギ定食」
（1,080円）
、
「豚の
甘辛定食」
（980円）、
「サムゲタン定
食」
（1,380円）
、
「スンドゥブチゲ定食」
（980円）
がある。下／のぼりが目印

麻生区白山4-1-3 新ゆりグリーンプラザ商店街（新百合ヶ丘駅よりバス「日本映画大
学」下車徒歩2分） 営 10:00〜16:00 ※出張撮影などにより変動有 休 火・日曜
https://makikimura-photogra phy.com/

スーパー三和食品館の裏、百合丘第4公園

あった「彩茶」
という店のタピオカミルクティーの味に惚れ

韓国焼酎やマッコリとともに楽しめる。

張撮影まで、さまざまなリクエストに応じてくれる。気

彩 紅茶 SAIKOTEA

今年2月にオープンしたタピオカミルクティー店。
都内に

百合ヶ丘

を提供。ランチタイム後は、
豊富な一品料理メニューを
下平尾
（麻生高校前）
・金程小

02

サイコティー

前にある中国語教室「新百合 ACADEMY」敷地内にて、

麻生高・
・金程小

中で笑顔を引き出す腕前はピカイチ。スタジオ撮影か

フォトグラファー
木村 麻希 さん

・日本女子大

S hop

きた女性フォトグラファーが小さなスタジオをオープ

王禅寺中央小・
王禅寺中央中・ 裏門坂

S hop

韓国惣菜 B ANCHAN

フォトスタジオ ふくろうの庭

人々の人生に寄り添い、自然な表情をカメラに納めて

・
日本映画大
白山キャンパス

鶴川駅東口

お子様から年配の方まで、
地域の皆様にふらっと気軽に
寄っていただけるお店を
目指しています。

o4

オーナー

リ シュンホ

李 春 紅 さん

夕飯のおかずの一品に、
お酒のお供に、
テイクアウト300円台から
ご提供しています！

にこずみ

和 炭焼き かど
百合丘第2公園脇から住宅地を少し入ったところに3月下

お洒落な友人の家に遊びに来ているような気持ちで、ゆっくりくつろげる

気の小さなカフェ。ランチタイムには生パスタ

が中心となり、昨年8月に五月台直売所をリニューアル

カフェ。
「Cafe ちょくちょく」という、子どもも覚えやすい、つい言いたくな

を使ったパスタランチや産直コシヒカリのライス

オープン。明るい店内には、どんな野菜が売られている

るような店の名前は、
「ちょくちょく来てほしい」
「産地直送」と、
オーナー・

プレートを、14:00以降はケーキやクレープなどの自家製スイーツを

ジナル一品料理から、揚げものや炭焼きの魚まで、丁

提供する。子どもからお年寄りまで安心して食べられることをモッ

寧に調理したやさしい味わいの惣菜が揃う。店

のか外からも見える陳列棚があり、採れたて新鮮な野菜が

井上直
（ただし）さんの名前を掛け合わ

並ぶ。この時期のおすすめは、のら

せたもの。オーナーが作る料理やデザー

ぼう菜 、イチゴ、カブ、タケノコなど

トには、新鮮な地元産の野菜や

（商品は日によって異なる）
。地元

卵がたっぷり使われている。
メ
ニューは気分で変えていく予
定というから楽しみだ。

「畑から、
台所へ。」
メンバーの皆さん

！
フ

滞

大
会
名門クラ
ブでプレーしませんか？

のんびりくつろいで
いただけるお店です。
麻生川沿いのお散歩ついでに
ぜひお立ち寄りください。

麻生区上麻生5-1-13-2（柿生駅北口徒歩約5分） ☎044-4001522 営 10:00〜17:00（ランチ11:00〜15:00 ※ L.O.14:30、無
くなり次第終了） 休 月・日曜 Instagram：@cafechokuchoku

麻生区五力田2-3-2 1F（五月台駅南口徒歩1分）
営 月〜土曜 10:00〜18:00 ※無くなり次第終了
休 日曜 Instagram：@hatake_kara_daidokoro

ずの 近場 で ゴ
ル
知ら

おすすめランチメニュー、
「美桜
鶏ハーブチキンのシーザーサラ
ダプレート」
（1,000円）

日

４月26日(火)〜5月6日(金)

※4月29日
（祝）〜5月1日
（日）、5月3日
（祝）
〜5日
（祝）
も予約可
※期間内の土・日・祝日のご予約は、プレー日の9日前よりキャンセル料が発生いたします。

※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

品／優勝〜10 位・飛 び 賞・男 女 ベスグロ・BB賞・特 別 賞・参 加 賞

※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。

よ み うり ゴ ル フ 倶 楽 部

☎ 044 - 966 -1141（ 受付時間 １０時より）

選ぶのも楽しい。また、全ての商品がテイクアウト可能。予約すれ

て炭火で焼くことで煙がほとんど付かないため、
食材その
ものの味が引き立つ。余分な油を落としつつレアに焼
一品料理は日替わりで約10種類を
販売
（売り切れ次第終了）

き上げた和牛もも肉も、柔らかく風味豊かでおすすめ。
上／炭火で焼かれる
「和牛もも肉

麻生区百合ヶ丘3-3-5（百合ヶ丘駅南口徒歩12分） ☎044-712-3993 営 テイク （ハーフ）」
（ 1,200円）※店内飲
アウト15:00〜20:00、店内（不定期営業）
17:30〜22:00 休 月曜 ※店内飲食は 食でのみオーダー可
下／清潔で明るい店内
定期営業に向け準備中 https://www.nikozumi-kado.com/

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

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！

※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。

5/15(日)に沖縄復帰50周年を迎えるにあたり、記念コンペを開催いたします！
参加費の一 部を首里城復興に向けた取り組みへ寄付いたします。

程／

めんそーれ沖縄コンペ

5月9日(月)〜20日(金)の平日

※イメージ

プレー 費 ／24,200円（参加費・消費税込、昼食代・利用税別途）
MYTOWN主催ゴルフ大会参加者にも、参加ポイントが付きます！

番の他に、
その時々の旬の魚を調理。串に刺し

※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

賞

日

ポイントを貯めるとランチサービスなどの特典有！

※イメージ

プレー 費 ／平日 24,200円、土・日・祝日 25,300円（共に参加費・消費税込、昼食代・利用税別途）

沖縄復帰50周年

参加ポイントを集めよう！

主こだわりの焼き魚は、サバやホッケなどの定

の手作り。季節限定の商品も多数あり、どのスイーツを食べるか

上／ランチタイムの看板メニューは

程／

競技方法／ 新ペリア方式による18Hストロークプレー

トーに、スイーツ類はクレープの生地をはじめ、ケーキも全て店主

麻生区百合丘2-9-7（百合ヶ丘駅南口徒歩11分） ☎044-819-5570 営 ランチ サラダ付きの「自家製ミートソース」
11:00〜14:00（L.O.13:40）
、カフェ・クレープ14:00〜17:00 休 水曜 ※祝日の場 （1,050円）
下／店舗外観
合は営業 Instagram：@cafe_sweets_apricot

G Wロングランコンペ

04

営業。揚げナスのジュレ、クリームチーズ豆腐などのオリ

自家製チーズケーキ入りスペシャルクレープ「ブルーベリーレアチーズケーキ」
（700円）

好評のGWロングランコンペを今年も開催！ 期間中の土・日・祝日もプレーできます！

S hop

旬にオープンした和食居酒屋。現在はテイクアウトを中心に

ばホールケーキや食事系クレープの複数注文などにも対応する。

オーナー
井上 直 さん

上／
（左から）
オーナーおすすめ！「沖
縄黒糖タピオカラテ」
（ R580円、
L630円）
「
、鉄観音烏龍ミルクティー」
（R520円、L590円）※いずれも黒
糖タピオカ入り。
ミルクティーやラテ
の他に、
チーズミルクフォームティー
やスムージーなどもあり、
メニューが豊
富。下／同店のキッチンカー

麻生区百合丘2-16-2（百合ヶ丘駅南口徒歩約5分） 営 火〜木曜12:00～
18:00、土・日曜11:30～13:00・15:30～18:00 休 月・金曜（日本映画大学白山
キャンパス前にて今後販売予定） Instagram：@saikotea.yuri

弘法の松

に、地域の若手農家集団「畑から、台所へ。
」のメンバー

の季節の恵みを味わおう。

渋

オーナーの森岡啓治さん・尙子さんご夫妻

バンチャン カントリークラブ

・
ヨネッティー
王禅寺
ら公園、自宅、人生の節目となるイベントの会場での出

王禅寺五差路
鶴亀松公園・
・
麻生中
吹込

柿生

柿生野菜生産者直売会「畑から、台所へ。」五月台直売所

08

読 売ランド前 ／ 百合ヶ丘 ／ 新 百合ヶ丘 ／ 柿 生 ／ 五 月台

休 木・金曜

・東京よみうり

むじなが池公園
・

柿生小・

鶴川二小入口

新百合ヶ丘

麻生小・

小田

11

皆様がより明るく、
ハッピーな気持ちになれるよう、

百合ヶ丘

日本映画大
白山キャンパス
・
麻生区役所・

柿生

西生田中・

・南百合丘小

07 08

りに合った施術をしてくれるので、気軽に相談を。

麻生区万福寺１-12-1 クロスアベニュー新百合2F（新百合ヶ丘駅北口徒歩3分）
☎044-455-7749 営 9:00〜21:00 休 不定休
★「新百合ヶ丘 ,Octave」で検索

弘法の松

むじなが池公園
・
・
麻生郵便局

柿生小・

う人も多い。しっかりカウンセリングした上で一人ひと

・弘法松公園

細山交番前

吹込

下平尾
（麻生高校前）

・栗平郵便局

ピーター多数。年代も10代〜70代と幅広く、親子で通

06

麻生高・
・金程小
鶴亀松公園
麻生中 ・
・

平尾小・

・片平小

に」という願いが込められている。7周年を迎え、確か

千代ケ丘小
・
新百合ヶ丘

麻生小・
金程中学校前
・
昭和音大
金程中・

線

五月台

階上がる、人生が好転する、そんなきっかけになるよう

09

麻生区役所・

・稲城第二中
摩

オープンした、まつげパーマ・美眉脱毛サロン。店名の

S hop

小田
急線

O ctave

お申込み
お問合せ

多摩区西生田1-14-2（読売ランド前駅北口徒歩1分）
☎050-6879-7453 営 11:00〜18:00（L.O.17:30）
https://fushiginakakigo-ri-kawasaki.com/

・

・
麻生郵便局

お作りします！

ほんのり甘酸っぱくておいしい
「あんずヨーグルトかき氷」
（1,700円）

麻生区上麻生１-6-3
新百合ヶ丘マプレ GF（新百合ヶ丘駅南口徒歩3分） ☎044-455-7862 営 月・木・金曜11:30
読売ランド前
〜15:00（L.O.14:00）
・17:00〜23:00（L.O.22:00）
、水曜17:00〜23:00（L.O.22:00）
、土・日・祝日11:00〜23:00
（L.O.22:00）※土・日・祝日のランチは14:00迄 休 火曜 ※月1回不定休有 Instagram：@soba.kappo.iizuka

下平尾
（麻生高校前）

ピックアップしてご紹介

なっていただけるように、
最高においしい一杯を

ておいしいかき氷をぜひ堪能してみては。

右上／数量限定の「自家製蕎麦と松花堂御膳」
（1,200円）
右下／落ち着いた和空間が広がる店内。テーブル席はつな
いで最大10人まで利用可。貸切は最大27人まで

百合ヶ丘

S hop

しんゆりエリアにオープンしたお店の中から

お店を出る時に笑顔に

を使った人気メニューも登場。見て楽しい、食べ

四季折々の一品料理もおすすめ。

高石歩道橋下

金程中・
麻生区白山4-1-3 新ゆりグリーンプラザ商店街（新百合ヶ丘駅よ
りバス「日
本映画大学」下車徒歩2分） ☎044-387-1845 営 11:30〜14:30、
麻生高・
・金程小
16:30〜19:00 休 水・日曜 Facebook：
「クックデリかど家」
で検索

オクターブ

地元で収穫できる野菜が
たくさんあります！
大事に育てた新鮮で安全な
野菜をお届けします！

えない食感が魅力で、季節問わずおいしく食べられる。
イチゴや

ふっくら香ばしい炭焼きでも提供しており、焼酎や日本

西生田中・

金程中学校前

11

ヨーグルトベースのフワフワかき氷は爽やかな甘味と他では味わ

キャラメルナッツ、あんずなどさまざまな味をラインアップ。氷

細山交番前

千代ケ丘小・
る。
現在、デリバリー対応も検討中。地域の人々の生活に根ざした店を目指す。

S hop

コロナ禍の中、みんなが笑顔になれる仕事をと夫婦が始めたかき氷屋。

マンゴー、
レモンといった定番のフルーツ味に加え、抹茶黒豆、

気。
基本的にオーダーを受けてから調理するため、熱々の出来たてを味わえ

New Open

不思議なかき氷 川崎読売ランド駅前店

全国各地の漁港から仕入れた旬の鮮魚は、刺身はもちろん、
大将
飯塚 文也 さん

は1個80g という大きさながら、中まで柔らかくジューシーで、世代問わず人
げ」

上／オーダーメイドまつ
げパーマ
（トリートメント2
回付＆美容液仕上げ）
5,000円
下／仕事帰りの人にも
便利な駅近の店舗。店
内は全室個室

01

強く香り豊かな逸品。蕎麦つゆも
「かえし」から作るこだわりぶりだ。
左／「俵唐揚げ弁当」
（650円）
。オーダーから10分程度時間がかかるた
め、
急ぐ場合は事前に電話を 右／スーパー西友を出てすぐの店舗

りする同店では、ボリューム満点の弁当や、惣菜をテイクアウトできる。
名物の
「俵唐揚

オーナーの山口栄司さん・千恵美さんご夫妻

06

開店。同店の蕎麦は国産蕎麦粉を使用した自家製麺で、
コシが

としてオープン。
「お客様との
関わりを大切にしたい」と

S hop

が今年2月、
「蕎麦と割烹 いいずか」として新装

ご堪能ください。

プラザで「クックデリかど家」

新たな場所で心機一転！

S hop

新百合ヶ丘マプレの
「TOKYO RICE WINE」

炭焼き、厳選したお酒を

かど家」が今春、新ゆりグリーン
地域に寄り添えるお店を
目指して頑張ります！

蕎麦と割烹 いいずか

ランチは自家製麺の蕎麦を、

2

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

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。

《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。
お1人様から
お申込み
いただけます！

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

※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。

日程や結果は

MYTOWN WEBサイトで
https://e-mytown.com/

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。

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？

株式会社朝日ホーム

TEL 044-931-3338
ＬＩＮＥお友だち登録 受 付中！
朝日ホーム パナソニック

検索

土地から
お探しします！

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。
ホームページで
施工事例を公開中

多摩区登戸2074-1【営業時間】9:30〜18:00【定休】火曜・水曜
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

代表取締役

朝倉敬太（あさくら けいた）

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
P T A 協 議 会 会 長 、前 川 崎 市 P T A 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 。

AP R IL 2022 EXTRA

LOC AL T OPI C S

L OCAL TOPI CS
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学生ボランティアスタッフが大活躍
こども食堂の資金を募るための「子ども桜まつり」を開催

CONTRIBUTION

チアダンスチーム
「K-SPARKS新百合ヶ丘」
始まりは地域での仲間づくり、見る見る実力を付け全国大会へ

SC H OOL

4

ポピュラーもクラシックも
「アルテリッカしんゆり2022」
で！
和太鼓・梵天や、
ギターとフルートのビッグネーム二人も登場！

MU SIC

麻生川の桜も見頃を迎えた3月26・27日と
4月2・3日、柿生ルミナス保育園前のスペースで
「子ども桜まつり」が開催された。NPO 法人ア

街のトピックス

イゼンが、麻生区・多摩区で運営するこども食

アイコンの説明：☎電話

堂の資金集めと地域の人々の交流の場として実
施したもので、4日間で延べ約1,000人の来場が
あった。次回こども食堂（柿生片平会場・新百
合ヶ丘会場）は、4月21日㈭17:00〜開催予定。

左／競技チームが揃って記念撮影。チアダンスの魅
力について、MELODY の藤江優希さんは
「皆で協力
して盛り上がって大きな目標を達成するのが楽しい
ところ」
、古市凜佳さんは
「見る人に笑顔や勇気を届
けられて、自分もうれしい気持ちになれるところ」と
教えてくれた。上／次の大会に向けて練習に励む
MAGIC。田中柚芽
（ゆめ）さんと三浦日葵
（ひびき）
さんは、
「レッスン中もオフの時も明るくて面白い、
仲の良いチーム。今のメンバーで出場するのは最後
なので、悔いのないようにやり切りたい」と話した。

地域の子どもたちが売り子になる「駄菓子屋さん体験」も実施。
「お菓
子を袋に入れたり、お金を計算したり楽しかった」
という声が聞かれた。

令和4年 子ども桜まつり

問合せ：NPO法人アイゼン ☎044-819-6919
★こども食堂の詳細については WEBサイトへ https://npo-aizen.jp/
社会貢献

柿生

チアダンスチーム
「K-SPARKS新百合ヶ丘」
は、代表の井之上由美さんが地域の仲間づくりを目的と

川崎が誇る夏の音楽祭「フェスタサマーミューザKAWASAKI 2022」
7/23㈯開幕 4/28㈭よりチケット一般販売スタート

M US I C

4月29日㈷「和太鼓 梵天コンサート 2022」
では、国内外で多数の公演を行う
「梵天」
が、新曲

している「補聴器の無料相談会」が好評。当日

を携え熱く心地よいサウンドを届ける。和楽器と洋楽器を交えて生み出される、梵天独自の極上の

は補聴器相談員による聴力測定や、聴こえに

音世界に浸ろう。
また、5月1日㈰「ザ・ギター＆フルート ライヴ」
では、福田進一（ギター）
と工藤重

関わる悩みや相談事にも気軽に対応。パナソ

典（フルート）、
日本を代表するビッグネームの二人が繰り広げる縦横無尽のアンサンブルの世界

ニックの最新充電式補聴器の試聴・装着体験

を後半に。前半は熊谷俊之とのギターデュオ、
ギター専攻学生も加わり5重奏。
そして福田進一の

もできる。開催日時は下記参照。感染対策を

上位を目指すチーム
「MELODY」
（小学低学年）
「
、MAGIC」
（小学高学年）
「
、ZEAL」
（中学生）
が結成さ

ソロでたっぷりとギター三昧境。
これまでのアルテリッカになかった室内楽の世界を楽しめる。

施したスタッフが自宅訪問にも随時対応。

❶和太鼓 梵天コンサート 2022 〜 It's a Wonderful World 〜 ❷ザ・ギター＆フルート ライヴ

パナソニック補聴器無料相談会

た子どもたちは実力をめきめきと伸ばし、
ZEALは全国選手権大会
「USA All Star Nationals 2022」
、
MELODYは選抜クラブチーム大会
「USA the PEAK 2022」
への切符を手にした。
ZEALの安斉玲音

❶4/29㈷15:00開演（開場14:15）
、麻生市民館 大ホール ❷5/1㈰14:00 開演（開場13:30）
、昭和音
楽大学 ユリホール チケット取扱い：アルテリッカしんゆりチケットセンター ☎044-955-3100（10:00〜
17:00） https://www.artericca-shinyuri.com/ ※詳細は公式WEBサイト参照
音楽

新百合ヶ丘

営 営業時間

休 休業日

P

駐車場

百合ヶ丘の「地元の家電屋さん」として親し

やりたい！」
という子どもたちが続々と加入。現在は地域の催しなどで発表を行うチームの他、競技大会

自主的に声を掛け合い、確認し合いながら練習を進めていく。
目標を掲げ、
チームメイトと心を一つにし

M メール

まれているアメミヤ家庭電器。同店で毎月実施

して、
2009年に金程小学校で設立した。
当初はメンバー5人ほどで週1回発表会を開いていたが、
「私も

れている。
レッスンではチアのスキルだけでなく、
人間性や自立性も育てられるよう指導し、
子どもたちが

FAX

諦めず、まずは相談しよう「聴こえ」のこと
補聴器相談員による補聴器無料相談会 4/23㈯開催

EVEN T
左／4/29㈷
「和太鼓 梵天コンサート 2022 ～ It’
s a Wonderful World ～」出演の梵天。チケットは一般5,000円、U25席2,000円
（全席指定・税込）。右／5/1㈰「ザ・ギター＆フルート ライヴ」出演の工藤重典
（フルート）と福田進一
（ギター）。チケットは一般3,500
円、U25席2,000円（全席指定・税込）。※未就学児入場不可。※ U25席＝25歳以下または学生（会場にて要身分証提示 ）

F

グッドデザイン賞を受賞したパナソニック製補聴器
百合ヶ丘駅
南口

開催日時：4/23 ㈯ 10:00～15:00
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

百合丘小
スーパー
三和

交番

ゆり
ストア

アークプラザ
アメミヤ

イベント

百合ヶ丘

MUSIC

日本語の美しさ、
日本のうたの響きに包まれる特別な時間を
昭和音大生による自主企画公演「日本のうたをうたう」 5/3㈷開催

（れいん）
さんは、
「ずっと目標にして頑張ってきた大会。
なかなか味わえないこの緊張感を楽しみたい」
と語った。今年は残念ながら地区大会までとなったMAGICも、2020年・2021年と全国選手権大会に
出場した輝かしい経歴を持ち、
次の大会に向け熱心に練習に取り組んでいる。
「地域に笑顔を絶やさない
キラキラした女の子が1人でも増えるように」
という代表・井之上さんの思いは、
着実に叶えられている。

☎︎080-3520-9470 M k.sparkscheer@gmail.com
https://www.cheerlattefamily.com K-SPARKS Instagram：＠ k.sparks.cheer
★見学・体験歓迎、申込みは右の2次元コードリンク先の WEB サイトより

ドバイザー）、辻敏氏（東京交響楽団 事務局長）、桑原浩氏（日本オーケストラ連盟 専務理事）
が登壇
し、
小川典子氏
（ピアニスト、
同ホール アドバイザー）
もロンドンの自宅からリモートで参加した。
今年もクラシックとジャズや映画音楽とのクロスオーバー作品に注目した公演の数々や、音楽監督・
尾高忠明氏が率いる大阪フィルハーモニー交響楽団の初登場など、見どころ・聴きどころが盛りだくさ
ん。
また、恒例の
「出張サマーミューザ@しんゆり」
も実施し、7月31日㈰に秋山和慶指揮・東京交響楽
団、8月6日㈯には太田弦指揮・神奈川フィルハーモニー管弦楽団の公演が、昭和音楽大学 テアトロ・
ジーリオ・ショウワにて行われる。2020年より始まった映像配信も3年目となり、会場でのコンサートと
同様の熱意と工夫を持って行われる
（配信チケットは5月1日㈰発売）
。
最新情報は公式WEBで。
フェスタサマーミューザ KAWASAKI 2022

音楽

M USI C

誰でも自由に弾けるピアノが新百合ヶ丘に帰ってくる！
「しんゆりステーションピアノ プラス」4/16㈯より開催

4月17日㈰から開催される「川崎・しんゆり芸
術祭（アルテリッカしんゆり）2022」に合わせて、

「糖尿病がなぜ怖いか〜正しく怖がろう〜」

入場無料

いの創出を目的としたピアノで、駅前を元気に盛
り上げよう。雨天時の中止連絡や変更などの最新

6月 27日（月）15:00〜16:30（受付14:30）

申し込み方法

右記QR、
または
法人会事務局へ
直接お申し込みください。

お申し込み・お問い合わせ先 公益社団法人 川崎西法人会 事務局

警察

8:00 〜12:00

休診日
水曜・土曜午後・日曜・祝日

区役所

4病院体制で
安心・便利な環境を

広告ご出稿 のお申し込みは

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

麻生区古沢7

電話・インターネットで診 療 予 約ができます

TEL 044 - 955 -7231
https://www.ryuclinic.or.jp/

TEL 044-980-4131 麻生区はるひ野1-15-1 リーデンススクエアはるひ野102号室

王禅寺ペットクリニック

8:00〜12:00
15:00 〜18:00

※月曜のみ19:00まで

●土曜

※いなぎ版は隔月1回発行

お電話またはメールにて
承っております

診療時間
●平日

【先着120人】定員になり次第、受付を終了いたします。お早めにお申し込みください。

※セミナーは今後の感染状況により中止・延期となる場合がございます。

龍 祥之助

毎月2回 1日・15日発行

お問合せ

株式会社エリアブレイン メディア事業部

TEL 044-954-2555

mytown@areabrain.co.jp

新百合ヶ丘

★

新百合ヶ丘病院

昭和音大

本院

ユアペティア

★

禅寺丸ペットクリニック

柿生小

柿生

★
柿生中

王禅寺
公園

えしたい」
など、
それぞれの思いを胸に、
本番に向けて準備を進めている。
川崎・しんゆり芸術祭
（アルテリッカしんゆり）2022

日本のうたをうたう ～いま、あなたに聴いてほしいうた～

開催期間：4/17㈰〜5/15㈰ 会場：新百合ヶ丘駅周辺ホール（一部多摩区公演有） チケット取扱い：アル
テリッカしんゆりチケットセンター ☎044-955-3100（10:00〜17:00） 問合せ：川崎・しんゆり芸術祭（アルテ
リッカしんゆり）2022実行委員会事務局 ☎︎044-952-5024 https://www.artericca-shinyuri.com/

日本映画大

真福寺小

むじなが池
公園

ゆりストア

★

予防注射と猫の診察室

王禅寺ペットクリニック

検索

◉禅寺丸ペットクリニック ☎044-981-1013
◉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。

開催日時：5/3㈷11:00開演（10:30開場） 会場：昭和音楽大学 南校舎5F ユリホール（新百合ヶ丘駅
南口より徒歩4分） ※未就学児入場不可 問合せ：昭和音楽大学アートマネジメントコース企画制作室
M art-3@st.tosei-showa-music.ac.jp https://www.tosei-showa-music.ac.jp/

新百合ヶ丘

音楽

新 や学校で健康診断が行われると思いま

のない治療計画を共有する

すが、その一つである歯科検診で虫歯や歯周

ことが 大 切 で す 。例えば 、

年度が始まりました。間もなくすると、職場

新百合ヶ丘

インプラント治療の進み方

歯の治療計画を立てましょう
先・10年先を見据えた無理

病を指摘された経験がある人もいるのではない

「慌ただしい今の時期は、一

でしょうか。
ご存じの通り、虫歯や歯周病治療に

旦保険治療で処置をしてお

は何回かの通院と治療期間、そして費用がか

き、時間が取れる夏頃から根本的な治療を始め

かります。保険適用の治療は「機能の回復」が

ましょう」
というように、納得のいく計画の下、歯科

主な治療目的なので、根本的な虫歯や歯周病

治療を進めることが患者様にとってもベストだと

治療には限界があります。大切な歯を守るため

思います。患者様が歯科治療を短期的に進め

には、根本的な治療が必要です。そこで大切な

たいのか、長期的に進めたいのかによって私た

のが「歯の治療計画を立てる」
ことです。

ちが提案する治療方法もサポート体制も変わっ

一人ひとり、お口の状況によって治療に必要

てきます。歯はしっかり守ることで一生使うことが

な時間や費用は異なります。だからこそ、患者

できます。人生100年時代の今、
ご自身の歯も

様・歯科医師・歯科衛生士がチームとなり、5年

100年間しっかりかめるように守っていきましょう。

インプラント治療についての相談と説明。他
院で断られた経験がある方もお気軽にご相
談ください。
患者様の病歴や健康状態などしっかりカウン
セリングをし、お口の中の状態確認検査をし
ます。CT撮影や歯型の採取を行います。
検査結果とカウンセリングを踏まえて治療計
画をご提案します。CT画像を確認しながら、
インプラントの手術方法を説明します。
ご納得いただいた上で手
術を行います。歯肉を切開
し、あごの骨に「インプラ
ント体」を埋め込みます。

青葉台駅前

←中央林間

☎044-966-9961

麻生区万福寺3-1-1 ハレアカラ１F
月・水・金・・・・・・・10:00〜13:30、15:00〜19:00
診療時間
火・木・土・日・・・ 9:30〜13:30、15:00〜18:00

貴店 の チラシ を
po st in !

が お届けします

「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！

インプラント体と骨の結合の具合を経過観
察します。2〜3か月程度の期間が必要です。
インプラント体と骨の結合の確認をし、埋め
込んだインプラント体に「アパットメント」を
取り付けます。
1か月程度の歯茎の治癒期間を経て、人工
歯の作製・装着をします。
定期的にメンテナンスを行い、不具合やかみ
合わせの確認をします。気になることはお気
軽にご相談ください。
数か月後

5月1日㈰
開院

青葉台ファースト歯科

《24時間予約可能》CT室・マイクロスコープ（顕微鏡）完備

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

☎044-952-2200

金：一般2,500円、
学生1,500円、
他
（全席指定）
。
チケット取扱い：
《窓口・電話》
昭和音楽大学チケッ
トセンター
（044-953-9899、
平日10:00〜12:00・13:00〜18:00）
《
、WEB》
同大学
（下記）
、
他。

◉本院 ☎044-969-1013

新百合ヶ丘駅から徒歩2分、明るくキレイな動物病院

語の美しさや力強さ、
その詩に合わせて作られたメロディの素晴らしさ、
そしてそれらが合わさるこ
プラノ）、
山口佳子（ソプラノ）、丹呉由利子（メゾソプラノ）、
中井亮一（テノール）、星和代（ピアノ）。料

王禅寺ペットクリニック

◉新百合ヶ丘病院

インアップ。藤原歌劇団や日本オペラ協会のメンバーとして活躍するアーティスト4人の歌声で、華
やかな曲やクスッと笑える曲、
どこか懐かしい曲などバラエティに富んだ日本歌曲が楽しめる。
日本

でもらえるよう、
お役に立ちたい」
「ホールもたくさんある新百合ヶ丘の街をいろいろな人に知ってもら

百合ヶ丘

五月台

本公演の企画から運営までを担うアートマネジメントコースの学生たち

▶︎出演：大森智子
（ソ
とでより一層心に響くメッセージなど、
日本のうたならではの魅力を味わおう。

狂犬病予防接種ご予約受付中です。 専用 044-953-5530

麻生区役所

「さびしいカシの木」
や
「うぬぼれ鏡」などをラ

がいっぱいで芸術に熱心な川崎の豊かさを感じてほしい」
「なかなか出かけられなかった皆さんに喜ん

社会貢献

院長

※事前申し込み制

会場：ホテルモリノ新百合丘７F（新百合ヶ丘駅南口徒歩1分）
講師：西野 和義 医師（新百合ヶ丘総合病院 糖尿病・内分泌代謝内科 部長）

厚生労働省が2019年に発表した「国民健康・栄養調査」の結果によ
ると、
男性の19.7％、
女性の10.8％が「糖尿病が強く疑われる」
と判定
されており、
糖尿病は身近な生活習慣病と言われています。令和4年
度の健康セミナーは、
糖尿病がテーマです。ぜひご参加ください。

前回の様子

病む人のために誠実な医療を。

ご参加いただけます

恒例となった集合写真は今年はゴジラのポーズで
（3月26日 アー
トボランティア説明会会場の新百合トウェンティワンビルにて）

いたい」
「コロナ禍の中、
お客様が来てくださることがどれだけありがたいことか。
お客様を大切にお迎

新百合ヶ丘

内科・循環器内科

けた作品を、
第２部では日本歌曲名曲選として

ルにて開かれた。実行委員会の富山省吾副委

参加者の気持ちを盛り上げた。
今年新たに加わったアートボランティアは11人。
「芸術祭の良さや、
緑

文化のまち」麻生区のさらなる魅力向上や、賑わ

どなたでも

と小鳥と鈴と」
など金子みすゞの詩に音楽をつ

を新百合ヶ丘から発信し、一人ひとりが立ち上がり再び元気に歩き始めるきっかけにしたい」
と話し、

自由に弾ける電子ピアノが設置される。
「 芸術・

情報は、下記2次元コードより WEB サイトへ。

コンサートで、
第1部では
「ほしとたんぽぽ」
「私

3月26日にはボランティアメンバーのキックオ

リッカでは、楽しく明るい生活があるということ

新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキに誰でも

音楽

川崎西法人会 主催 健康セミナー

しい、知ってほしい日本のうた」
をテーマとした

フ会（説明会）が、新百合トウェンティワンホー
員長（日本映画大学理事長）
は、
「今年のアルテ

開催日時：4/16㈯・17㈰・23㈯・24㈰・30㈯・5/1㈰11:00～15:00（受付終了14:30）※雨天中止
会場：新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキ中央広場 問合せ：NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり内
しんゆりステーションピアノ実行委員会事務局 ☎︎044-959-1020 https://shinyuri-art.com/

川崎

一つとして開催される。
「今あらためて聴いてほ

の芸術祭には、毎年多くのアートボランティアが

しんゆりステーションピアノ プラス

開催期間：7/23㈯〜8/11㈷ 会場：ミューザ川崎シンフォニーホール（17公演）
、昭和音楽大学テアトロ・ジーリ
オ・ショウワ
（2公演） チケット取扱い：ミューザ川崎シンフォニーホール《WEB》http://muza.pia.jp/、
《電話︎》☎︎
044-520-0200（10:00〜18:00）
、他 ※詳細は WEB 参照 https://www.kawasaki-sym-hall.jp/festa/

弾が、
「アルテリッカしんゆり2022」
の公演の

が、地域の力で芸術を創り育てようと始まったこ

新百合ヶ丘

参加し、
舞台の裏側で、
その運営を支えている。

いる
「フェスタサマーミューザ KAWASAKI」
が、今年は7月23日㈯より20日間にわたって開催される。
はじめ、秋山和慶氏（指揮者、
同ホール チーフアドバイザー）、松居直美氏（オルガニスト、
同ホール ア

昭和音楽大学アートマネジメントコースの
学生が手掛ける2022年度自主企画公演第1

カしんゆり2022」。今年で14回目の開催となる

「音楽のまち・かわさき」
を代表する音楽祭として地元・川崎のみならず、
全国の音楽ファンに愛されて
3月28日にはミューザ川崎・市民交流室にて、
ラインナップ記者発表会が行われ、福田紀彦川崎市長を

「アルテリッカしんゆり2022」キックオフ！
芸術祭を支えるアートボランティアが大集合！

いよいよ4月17日㈰に開幕する「アルテリッ

チアラテファミリー K-SPARKS 新百合ヶ丘

教室・習い事

CONTRIBUTION

●

青葉台
東急スクエア
North-1
中央口

青葉台駅
たまプラーザ→

今春、東急田園都市線「青葉台駅」前に開院いたします。
新百合山手ファースト歯科ともどもよろしくお願いいたします。

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
土・日・祝日も診療（指定休診日あり）

折込み料金（税込）

5.5円〜／枚
●B3・A3サイズ 6.6円〜／枚
●B4・A4サイズ

※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
※最小受付部数：3,000部

川崎市
アートセンター ●

●

ＪＡ

新百合ヶ丘駅入口

当院

麻生区役所
P

グレイス
デンタル

● 日本映画大学

●

←町田

Odakyu OX P

北口

新百合ヶ丘駅

新宿→

株式会社エリアブレイン
メディア事業部

TEL044-954-2555
チラシ制作も
承ります！
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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

大きくなっても、めそめそしてばかりいたので働きに出されたゾウのぐ

住まい

㈰の麻生サークル祭にも出演可
（6/4㈯リハー

でも12人の子どもを持つお母さんに出会って…。西内ミナミのテンポ

「ぐるんぱのようちえん」
西内ミナミ作、堀内誠一絵（福音館書店）

もたちに大人気で、ずっと読み継がれてきた絵本。
絵本を
読もう

HOU SING

る公開講座。声に出す楽しさを体験する。6/5

のはどれも大きすぎて、
「もうけっこう」
と言われ、
しょんぼりしょんぼり。
の良いすてきな物語と堀内誠一の明るく愛に満ちた絵は、読むたび楽

街の掲示板

朗読音楽劇を上演する団体
「猫と金魚」によ

るんぱ。ビスケット、皿、靴、ピアノ、車、といろいろな工場で作ったも

サル）
。★14:00〜16:00。6/5㈰に出演でき

ない人、全回受講できない人も受講可。主催：
麻生市民館サークル連絡会。対象：小3生以

イベント情報 掲載料金（税込）
● A タイプ 文字のみ：タイトル18字＋本文54字 11000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

上
（小学生は保護者同伴）
。先着20人。20歳

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/

以上1,000円
（教材費）
。申込み：電話か来館
で。4/15㈮〜受付。問 ☎044-951-1300

募集情報 掲載料金（税込）
● 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

EVEN T

イベント

出版120周年

ご招待券
5組10名様

ピーターラビット™展
3/26㈯〜6/19㈰

P

世田谷美術館

5/8㈰・9㈪・15㈰・16㈪
季の庭（鶴川駅より徒歩約15分）

オープンガーデン＆作家展
建築家の杉浦百合子氏が荒地だった斜面

1902年にフレデリック・ウォーン社から刊行されたシリーズ第一作『ピー

作家展、ワークショップ、物品販売も同時

るまでの歩みを振り返る、盛大なバースデイパーティをテーマに開催。作者

開催。★9:00〜16:00（荒天中止）。※予約

なった、作品の原点《ノエル・ムーア宛ての絵手紙》の直筆オリジナルを日

料）
。申込み：電話またはショートメッセー

制。入場料500円（返礼品付、中学生以下無

のビアトリクス・ポター™が「ピーターラビット」シリーズを描くきっかけと
《『ピーターラビットのおはなし』挿絵原
画》1902年ウォーン・アーカイブ フ

たウサギのスケッチ（日本初公開）やイラストレーション、私家版や草稿本、 レデリック・ウォーン社 ©Frederick
Warne&Co.Ltd,2017

過去・現在・未来 多彩な「ロボット」が大集結！

特別展「きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ？」

ご招待券
5組10名様

P

日本科学未来館

☎090-3685-7238 杉浦

SC H OOL

でなく、人間と同じように動く人型ロボットや、家族の一員のように

プログラミング教室 無料体験会 こどもプ
ログラミング教室「Maroon Kids（マル

ーンキッズ）」が、CAFE&SPACE L.D.K

（栗平駅前）にて、Scratch を学ぶ小学生
向けプログラミング教室を5月に開校。無

5組。持ち物 ： ノートパソコン（あればマ

ウス）。申込み ： WEB で。4/18㈪締切。

み出されるデジタルクローンまで、今や「ロボット」の定義や概念、
形も多岐にわたる。私たち人間とはどのような存在で、どのような

問 mail
LOVOT（らぼっと）GROOVE X
人の心に寄り添い、愛されるために開発された家族
型ロボット。世界初のやきもちを焼くロボットでもある。

紹介しつつ、
「人間とはなにか？」を来場者とともに考える。ロボット

など科学技術とどう向き合うのか、どのような未来を描くのか、多数のロボットを見たり触れたりインタラ

クティブな仕掛けを体験したりしながら、幅広い層が楽しめる特別展。

開館時間：10:00～17:00 ※入場は16:30迄 休館日：火曜（ただし5/3 ㈷、7/26〜8/30の火曜は開館） 料金： 19歳以上
2,100円、小学生〜18歳1,400円、3歳〜小学生未満900円 ※障がい者手帳を持っている人および付き添い1人迄無料。アク
セス：新交通ゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル」駅下車徒歩約5分、
「テレコムセンター」駅下車徒歩約4分 他（江東区青海
2-3-6） ☎050-5541-8600（ハローダイヤル） https://kimirobo.exhibit.jp/

info@maroonkids.com

https://maroonkids.com/

SC H OOL

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！

文珍・南光 二人会
★出演：桂文珍、桂南光、桂そうば、桂文五

郎。全席指定。4,000円。※未就学児入場不
可。問 ☎︎044-989-8548 パインオリジン

cine ma
シネマ

クルのないタグラグビー。★5/7㈯、10:00
〜11:30。会場：稲城総合グランド（稲城市

長峰1-1）
。対象：3歳〜小学6年生。申込み：

5/24㈫10:30・14:30開演
和光大学ポプリホール鶴川

を出さなければいけないほど高騰。電気代はこの

業（しわざ）を書き入れる筆もくたびれて、／さだ

1年でおおよそ1,700円上昇し、光熱費の負担が

めは太初（はじめ）からすっかりさだまっているの

増大しています。エネルギー価格の高騰で輸送コ

に、／何になるかよ、悲しんだとてつとめたとて！

ストも上昇し、物価に価格転嫁されてきました。

（小川亮作訳・岩波文庫）

寒い間閉め切っていた窓を開放し、爽やかな

家づくりとは、新築やリノベーションで安心と

風を楽しむ季節になりました。省エネな暮らしに

安全な暮らしを守るシェルターを建設することで

は、窓の開閉で室温を制御するのも有効です。大

す。そしてエネルギー消費を抑え、快適な暮らし

きな窓を開けて庭の木々や花の香りを楽しみ、心

を求めることです。いまだに紛争は世界各地で

の窓も開けて、内と外を一体化させてみましょう。

続いており、安心安全な暮らしが脅かされていま

鈴木 亨（すずき とおる）

す。ウクライナで起きているロシア大統領プーチ
せん。もう暮らせないほどに建物が破壊されてい

会いが必要で、遺言者と証人が公証人の筆記

言書の全文・日付・氏名を自分で書き、これに

が正確であることを認めて署名捺印する必要が

捺印して作成する遺言です。本文をパソコン等

あります。公証人が筆記するため適正な遺言が

で作成することはできませんが、相続財産目録

できる、公証役場が原本を保管するため破棄・

を付ける場合、その部分はパソコン等で作成す

改ざんの恐れがない、検認手続が必要ない反

ることができます。この場合、目録の各ページに

面、財産の額に応じて公証人に手数料を支払う

ります。また、遺言者が亡くなった後に検認手続

日・祝日は17:30迄。休館：月曜。一般900円、

他。問 ☎︎042-722-3111 町田市役所

私が遺言の相談を受けた場合、後の紛争を防

面、作成方法に誤りがあって無効になったり、

（家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続）
が必要です。2020年7月10日に法務局が自筆
証書遺言を保管する制度が始まりましたが、こ
れを利用すると検認手続は必要ありません。
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公
証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書

福田 隆行（ふくだ たかゆき）

弁護士
第二東京弁護士会

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/

新百合ヶ丘駅周辺で開催するマルシェイベントのスタッフを募集します。
地域イベントに興味がある方、一緒にマルシェを盛り上げませんか？

います。今年は、紙面の記事を参考に、他の場所にも行ってみようと思います。麻生区の近辺には、桜

① 備品搬入〜設置、搬出作業（早朝及び夕方以降）

●川崎市の情報が満載で参考になりました。桜の表紙も魅力的で、よみうりランドに桜を見に行ってきまし

② イベント開催中の各種運営補助（8:00頃〜夕方）

てみようと思います。
（麻生区王禅寺西 R.S. さん）

【応 募】履歴書をメールでお送りください。書類選考後、追ってご連絡いたします。
株式会社エリアブレイン 採用担当 MAIL recruit@areabrain.co.jp
〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-10-5-304（☎044-954-2555 ）

生活に必要なことだけでなく、レジャーやレクリエーション情報も掲載

されていて、興味のあるものは家族で話題にしています。（麻生区上
麻生 M.K. さん）

●写真右：イオンとスポーツジムの狭い間にある大きな木。何の木なんで

院で取り入れられ、
結果として、
今や日本各地

懸念されます。
また、生殖医療はチーム医療

で世界トップ水準の成熟した生殖医療が行

です。臨床心理士や胚培養士など多くのスタ

われています。
しかし一方で、
自由診療は患者

ッフが関わりますが、
カウンセリングや胚培養

さんの経済的負担が大きく、2004年には
「特

など保険点数が付かない分の費用は病院が

定不妊治療費助成事業」が始まりました
（以

負担することになります。
そうすると今までの
症例数の少ない地方の病院では診療が続け

具体的には、
どのような治療が保険
適用の範囲になりますか？
今回の改訂では先進医療も含め、多
くの治療が適用対象となりました。
動

顕微授精を行う胚培養士

きの良い精子を妊娠しやすい時期に子宮内

Q

に注入する
「人工授精」
や、
採取した卵子と精
子を同じ培養液に入れて受精させ体内に戻す
「体外受精」、注射針などを使って卵子に精
子を注入し受精させる
「顕微授精」
、
そして受

専門の外来があります。保険適用範囲拡大
にあたり、
何か変更になる点はありますか？

A

精卵（胚）
の培養や保存・移植などです。
※女
性の治療開始年齢が43歳までなどの条件有

Q
A

保険適用範囲拡大におけるメリット
とデメリットを教えてください。
不妊治療にかかる費用は1回50〜
60万円、
もしくはそれ以上と高額で

新百合ヶ丘総合病院には「リプロダ
クションセンター」
という不妊治療

当院は、
もともとエビデンスのある標
準的な生殖医療を、誠実に実施して

いる病院です。ですから、今後もこれまで通
りの質の高い治療を提供することができます
し、患者さんの費用負担減少以外に変わるこ
とはありませんので安心してください。
不妊治療の保険適用開始は、医療者側も患

す。保険適用により、
おそらく多くの患者さん

者さん側も我が国の生殖医療を見直す良いき

人の理解が深まることで、仕事と治療が両立

に見直していくことが大切だと考えています。

しやすくなり、
それが将来的には女性の活躍

新百合ヶ丘総合病院リプロダクションセンター

や少子化対策につながる可能性もあります。

☎044-322-0130
（月〜土曜9:00〜17:00）

地域密着・迅速対応
リフォーム・リノベーションのご相談はキタジマへ

4 16 17

キタちゃん号でお伺いします

あなたにとっての住まいづくりのベストパートナーへ
ＳＵＮ

各日約65ブース出店

しょう。これからもすくすく育ってほしい。（麻生区上麻生 Y.K. さん）

10:00〜17:00

図書カード500円分
正解者5名様

2

P

l.3
vo

この場所はどこでしょう？

新百合ヶ丘駅南口
ペデストリアンデッキ

家族の成長、生活スタイルの変化、経年

のリフォーム・リノベ ーションで実 現し

劣化などにより住まいの居心地の良さ

ましょう。屋根・外壁のメンテナンスや営

は変わります。
「家にいる時間をもっと

繕修理もしっかり対応。暮らしの相談は

快適にしたい」そんな希望をキタジマ

私たちにお任せください。

住まいのお困りごとは北島工務店にご相談ください

※雨天決行・荒天中止
同日
開催 誰でも自由に弾けるステーションピアノ プラス

ヒント：新百合ヶ丘駅南口より徒歩約15分

Shinyuri Station Piano ＋

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！

11:00〜15:00

主催：しんゆりステーションピアノ実行委員会

3月号 EXTRA 答え合わせ
小田急多摩線栗平駅前
（川崎フロンターレ リーグ戦連覇記念ポスト）

に合わせた柔軟な治療ができなくなることが

給 与：①時給1,300円〜 ②時給1,100円〜
条 件：①体力に自信がある人 ②人とコミュニケーションをとることが好きな人

ＳＡＴ

【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

で進めていくことになり、患者さん一人ひとり

インフォメーション対応・会場内美化対応等、イベント開催中の各種対応。開催時間内の一部時間帯のみも相談可。

●転居して間もないので、地域のことを知るのにとても役立っています。

ここはどこでしょう！？

40年、主に自由診療として取り組ま

れてきました。世界最先端の医療技術が各病

各種備品搬入・搬出作業。搬入・搬出時（早朝・夕方以降各4時間程度）勤務可能な方。搬入・搬出どちらかのみも相談可。

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
W e b s 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

んから、保険診療となると標準治療の範囲内

の経済的負担が一定程度軽減するでしょう。 っかけになるのではないでしょうか。今後も出
制度も定期的
また、
「不妊治療」
がより一般的になり周囲の てくる課題に対処していくこと、

マルシェイベントスタッフ（アルバイト）募集

読者の声

いただきました。子ども向け公演も載っていたので、我が子と観に行っ

P

遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言は、遺

から、公正証書遺言にすることをすすめています。

●毎号楽しく読んでいます。
「しんゆり芸術祭」の記事、興味深く読ませて

●メール：mytown＠areabrain.co.jp
メールタイトル：4月号EXTRA係
●FAX：044-954-5869
●郵送：〒215-8511（住所記載不要）マイタウン 4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。

によって作成する遺言です。証人2人以上の立

止する観点から、また、検認手続が必要ないこと

た。とても美しく感動しました。（多摩区中野島 M.N. さん）

PRESENT・QUIZ 応 募 方 法

遺言を残す際によく用いられるのは自筆証書

遺言書が破棄・改ざんされたりする恐れがあ

約400点の豊富な作品と資料を展示。★土・

A

A

6歳以上。700円。問 ☎︎042-737-0252

の見所が結構ありますね。（麻生区片平 K.O. さん）

@mytown_official

終活のすすめ④「遺言の種類」

正義と野心の間で揺れる弁護士と少女のヒ

彫刻刀が刻む戦後日本 2つの民衆版画運動

と保険診療を併用すること）は認められませ

Q

必要があります（手数料は公証役場のＷＥＢサ

アート

て、
経緯や背景を教えてください。
日本の生殖医療は1983年頃から約

この4月から保険適用がスタートしました。

イトで確認できます）
。

4/23㈯〜7/3㈰10:00〜17:00
町田市立国際版画美術館

問題点としては、
日本では混合診療
（自由診療

「不妊治療の保険適用に取り組む」
と宣言。 られないところが出てくるかもしれません。

署名捺印する必要があります。遺言の内容を誰

ューマンドラマ。★2019年・韓国・129分。

「不妊治療の保険適用拡大」につい

2020年に菅内閣が少子化対策の一環として

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/

ます。戦時中を生きた父がふと漏らした、
「形ある

Q

降数年ごとに助成範囲は拡大改訂）。
そして、 医療の質を担保することは難しくなりますし、

株式会社鈴木工務店 代表
一級建築士

にも知られずに作成でき、費用がかからない反

映画上映会「無垢なる証人」
（字幕）

4月1日から保険の適用範囲が大幅に拡大された不妊治
療。内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）
も務め
た吉村名誉院長に、
そのポイントを伺った。

なっているのでしょうか。また、ガソリンは補助金

あることはみんな天の書に記されて、／人の所

法律

●4月号の桜の記事はとても良かったです。
「麻生川」の桜は近くにあり、確かに美しく、毎年見に行って

WEB サイト https://e-mytown.com/

※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。

で不条理。プーチンの「さだめ」は、どんなことに

の中の一説を紹介します。

LAW

6/11㈯14:00開演
麻生市民館 ホール

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！

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

2022年4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

が短い四行詩（ルバイヤート）を歌っています。そ

ものはいつか壊れる」という言葉を思い出します

AR T

ラグビースクール 無料体験会 当日はタッ

LETTERS

編集部からのお知らせ

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：4月30日㈯必着

が、それにしてもウクライナでの所業は無茶苦茶

イベントなどの開催情報について

ステージ

教室・習い事

WEB で。問 https://asaors.com/

@mytown21

11世紀のペルシャ（イラン）の詩人ハイヤーム

ンの所業には怒り心頭ですが、なすすべがありま

STAGE

教室・習い事

対象 ： 小学3〜6年生の親子。定員 ： 各回

も感じられるパートナーロボット、写真や音声などのデータから生

@mytown21

暮らしとエネルギー

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。

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。

24㈰、14:00〜15:00 ・ 15:30〜16:30。

てなくてはならないもの。工場などで活躍する産業用ロボットだけ

展では、約90種 ・ 130点の過去最大規模となる多彩なロボットを

問

料 体 験 会 の 申 込 み 受 付 中。★4/23㈯ ・

さまざまな発展 ・ 拡大を続けるロボット技術は、私たち人間にとっ

思いをロボットに抱き、今後どのような関係を築いていくのか。本

ジで（希望日時・氏名・電話番号を伝える）。

新百合ヶ丘総合病院
吉村泰典 名誉院長インタビュー

™ & © FW & Co.,2022

開館時間：10:00〜18:00 ※入場は17:30迄 休館日：月曜（ただし5/2㈪は開館） 観覧料：一般1,600円、65歳以上1,300円、
大高生800円 他 ※土・日・祝日・5/2㈪は日時指定券を販売（詳細は展覧会公式サイト参照）
。 アクセス：小田急線「成城学園前」
駅南口より
「渋谷駅」行きバス約10分「砧町」下車徒歩10分、
東急田園都市線「用賀」駅より
「美術館」行きバス約16分「美術館」
下車徒歩3分 他（世田谷区砧公園1-2） ☎050-5541-8600（ハローダイヤル） https://peter120.exhibit.jp

3/18㈮〜8/31㈬

無料掲載を希望される皆様へ

ン「季（とき）の庭」の一般公開。クラフト

のメモリアルイヤーをお祝いし、ピーターラビットの誕生前夜から今日に至

作家自身の発案による貴重な関連アイテムなど約170点を紹介する。

㈱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

うに作った約300坪のナチュラルガーデ

ターラビットのおはなし』は、2022年に出版120周年を迎える。本展は、そ

本初公開。その他、
「ピーターラビット」以前にビアトリクスによって描かれ

掲載申込み・問合せ

を少しずつ開拓し、里山の景観に馴染むよ

今なお世界中で愛され続けるいたずら好きなウサギ、ピーターラビット™。

＜不妊治療＞自由診療から保険診療へ

暮 ら し の コ ラム

親子でチャレンジ！ 初めての朗読
〜音読で心と体を元気にしませんか〜

ぐるんぱのようちえん

しくワクワクが広がること間違いなし！ とても魅力的なぐるんぱが子ど

5/15㈰・22㈰・29㈰（全3回）
麻生市民館 視聴覚室
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主催：新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアム
お問合せ：しんゆりフェスティバル・マルシェ事務局
@shinyuri.festival.marche

後援：川崎市麻生区

M marche@ih-shinyuri.com

@shinyuri.festival.marche

@shinyuri_fest

住宅＆リフォームセンター

☎044-952-1000
詳しくはHP 北島工務店

検索

AD

8

市民のための在宅療養フォーラム
短期連載❷

新型コロナウイルス感染症にかかってしまったら

■自宅での対応編

汚れたリネン・衣服を洗濯しましょう。体液で汚れた衣服・リネンを取り扱

う際は、手袋とマスクを着け、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾か

家族の誰かが新型コロナウイルス感染症と診断された（あるいは疑われた）場

してください。

合、家庭ではどんなことに注意すればよいでしょうか。

ゴミは密閉して捨てましょう。鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に

発熱がある方は、水分をしっかり摂取して消化によいものを食べましょう。持病

出すときは密閉して捨ててください。その後は直ちに手を石鹸で洗いましょう。

があり、普段内服している薬がある方は、自宅療養中はどうすればよいのか早めに

かかりつけ医に相談しましょう。新型コロナウイルス感染症だけでなく、いざという

ときのために生活必需品や食料品の買い置きをしておくことも大切です。 本人
は元気であっても外出は厳禁です。

同居の方は濃厚接触者に該当すると考え、健康観察をし、不要不急の外出を避

■回復後のケア編

フレイルという言葉をご存じですか？ フレイルとは、病気

や加齢に伴い生活の活動量が減ることにより、身体的や精

けましょう。特に、咳や発熱などの症状があるときには、感染者に準ずる行動を。

神的な機能が少しずつ衰え、脆弱（ぜいじゃく）になる状態

同居されている家族は以下の点に注意してください。

む、物忘れが多くなるなどです。

食事や寝るときも部屋を分けましょう。子どもがいる方など、部屋を分けられない場合
には、仕切りなどを設置することをおすすめします。

心臓・肺・腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などは、感染
が疑われる家族の世話をするのは避けてください。

のことをいいます。例えば、歩くのがしんどくなる、足腰が痛
加えて、
この2年の間に、新型コロナウイルス感染予防のため、外出や人との接触

を控えることで、
フレイル状態になる高齢者が一段と増えているといわれています。
地域の交流やサークルなどに参加しない、子どもや孫の往来が減ることで、ほとん

ど何もせず家に閉じこもる生活が続く、そのため運動不足や食欲がなくなる、会話

使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。マスクを外す際には、ゴムやひ

する機会が減るなどとなり生じる健康２次被害を“コロナ・フレイル”といいます。

こまめに手を洗うことが重要です。ゴミを捨てたあと

ウイルス感染の予防対策をした上で、外に出かけたり人と交流したりすることも大

鹸で手を洗うかアルコール消毒をしましょう。洗って

の運動や趣味活動のプログラムが徐々に再開さ

もをつまんで表面には触れないようにして外しましょう。

この“コロナ・フレイル”を予防するためには、運動はもちろんのこと、新型コロナ

切です。最近では、川崎市内地域の「老人いこいの家」や「地域包括支援センター」

やマスクを外した後、共有部分を触れた後などは、石
いない手で目や鼻、口などを触らないようにしてくだ

れています。また、介護保険では、ケアマネジャー

さい。

がその人に合った外出支援やリハビリなどのサ

定期的に換気をしましょう。

ービスの計画を立て、利用につなげることが可能

手で触れる共有部分を消毒しましょう。物に付着したウイルスはしばらく生存します。
ド

です。
どのようにして“コロナ・フレイル”を予防す

アの取っ手やノブなど共有部分は、薄めた市販の家庭用塩

るか、家族や友人、ケアマネジャー等と話し合い、

素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。
トイレや洗面所

このコロナ禍をみんなで乗り切りましょう！

は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消
毒しましょう。
タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の

・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

神奈川県コロナ119番

ものを分ける必要はありません。特にタオルは、
トイレ・洗面

あさお・百合クリニック

たま日吉台病院

tel. 044-200-0730（24時間）

川崎市、新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談窓口

麻生区医師会・麻生区在宅療養推進協議会

おおたクリニック

tel. 045-285-1019（24時間）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

所・キッチンなどで共有しないように注意してください。

あさお診療所

tel. 045-285-0598（9時〜21時）

神奈川県療養サポート窓口

洗濯や洗浄で構いません。感染が疑われる家族の使用した

渡辺クリニック

ケアプランソーシャル

セントケア訪問看護ステーションあさお

在宅療養のご相談は上記までお問い合わせを

Kei Yokoyama

©Daisuke Omori

©井村重人

東 京 チェロア ン サン ブル 公 式 W E B サイト・Y o u T u b e・S N S の ご 紹 介
WEBサイト

YouTube

https://tokyocelloteam08.
themedia.jp

https://youtube.com/
channel/UCis_fW4Xcq
MfNzcC_HcZwCQ

Instagram
https://www.instagram.
com/tokyocelloteam/

［チ ケ ッ ト 販 売］
イ ー プ ラ ス e p l u s . j p （WEB／アプリ／Famiポート）
https://eplus.jp/sf/detail/3590680001-P0030001
マイタウンチケットセンター （窓口販売／新百合ヶ丘マプレ１Ｆ写真工房「彩」内）
平日9:00〜19:00 ※土・日・祝日は10:00〜、第3水曜休み

Twitter

Hiroshi Miyasaka

横山 桂

Dai Miyata

［ チケット料金（税込）］ 一般 4,000円 学生 2,000円

＊未就学児のご入場は
お断りしています。

宮坂 拡志

宮田 大

昭和音楽大学ユリホール（小田急線・新百合ヶ丘駅南口徒歩5分）

Miho Naka

Yoriko Miyake

Sayaka Hori

Hitomi Niikura
©堀田力丸

18:00 開場
18:30 開演

中 実穂

三宅 依子

堀 沙也香

新倉 瞳

8.19

©読売日本交響楽団

Keita Takagi

Shiori Shimizu

Yui Arai

2022

髙木 慶太

清水 詩織

荒井 結

プレゼンツ

PROGRAM
ク レ ン ゲ ル ： 讚歌

《all members》

ク レ ン ゲ ル ： 2つの小品
ラ

ヴ

ェ

《清水・中・三宅・宮坂》

ル ： ボレロ

《all members》

〜休

憩〜

リ ン デ マ ン ： ボサノヴァ、マンボ

《荒井・髙木・新倉・堀・宮田・横山》

シェーンベルク ： レ・ミゼラブル
《all members》

https://mobile.twitter.
com/tokyocello

主催：
後援：麻生区区制 40 周年記念

NPO 法人 しんゆり・芸術のまち

「音楽のまち・かわさき」推進協議会

お問合せ：TEL 044-543-8282（株式会社エリアブレイン／平日 10:00〜18: 00）

