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Sp eci a l 1

ⓒ藤本史昭

Summer Concerts

&

Events

ホール & おうちで 楽しむ 夏の音 楽イベント

・ フェスタサマーミューザ KAWASAKI 2022「出張サマーミューザ＠しんゆり！」
「昼下がりに楽しむジャズコンサート」
・ 稲城市立 i プラザ ホール「夏のコンサート」
・ 伸和コントロールズ プレゼンツ「東京チェロアンサンブル」
str

a

・ パルテノン多摩「キッズ&ファミリーコンサート」
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・ 杜のホールはしもと「Jammi’n Zeb ジャミン・ゼブ コンサート2022 」

O

8

Vol.

AD

・ カルッツかわさき「第 48 回日本フィル夏休みコンサート2022 」
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Sp eci a l 2

地 域 の お 店 に 食 べ に 行 こ う ね！

夏の特別体験受付中！
はじめての体験教室

イトマンが
初めての方限定！

●開催日
時間

2(土)

8:45〜9:45

3(日)

14:00〜15:00

８月

7月

日

日

時間

6(土)

8:45〜9:45

7(日)

14:00〜15:00

9(土)

8:45〜9:45

20(土)

8:45〜9:45

10(日)

14:00〜15:00

21(日)

14:00〜15:00

16(土)

8:45〜9:45

23(火)

8:45〜9:45

17(日)

14:00〜15:00

24(水)

8:45〜9:45

20(水)

8:45〜9:45

27(土)

8:45〜9:45

21(木)

8:45〜9:45

28(日)

14:00〜15:00

23(土)

8:45〜9:45

24(日)

14:00〜15:00

30(土)

10:30〜11:30

31(日)

10:30〜11:30

☎044 -954 -9400

受講
特典

2日間無料！

●対象年齢
ジュニア／4歳〜12歳(小学生)
幼児／2017年10/1生〜2歳6ヶ月
●設定級
ジュニア／水なれ〜クロール
幼児／ペンギン・アシカ・イルカ・クジラ
●受講料／0円

指定用品の水泳帽子、カードケースプレゼント
※水なれ〜けのびクラスの方は、指定用品の
アームヘルパー（691円）をご購入いただきます。

子どもの成長期に適したケガの少ない安全な運動「スイミング」。
肺機能を高め病気に負けない強いカラダ作りに最適です。課題
にチャレンジするココロの成長もイトマンがサポートします！

短期教室

3日×60分

●開催日
日

時間

7月

29(金) ・ 30(土) ・ 31(日)

8:45〜9:45

8月

2(火) ・ 3(水) ・ 4(木)

8:45〜9:45

17(水) ・ 18(木) ・ 19(金)

8:45〜9:45

9月

●受講料／6,600円 ※2期目受講の方は5,500円（税込）

受講
特典

曜日選択制 短期教室も実施！

初心者1日体験

無料

●開催日
日

6月
9月

●対象年齢
2歳6ヶ月〜中学生

時間

26(日)
3(土) ・ 10(土) ・ 17(土)

新百合ヶ丘校

14:00〜15:00
8:45〜9:45

体験教室受講者の

入会特典あり！

〒215-0004 麻生区万福寺4-2-1
■受付時間 10:00〜18:00（日曜のみ 8:30〜14:00）■休校日 毎月29・30・31日、祝日、8/13・14・15（お盆休み）

※水泳に不適当な疾患のある方はご利用頂けません。※退会後3ヶ月以内で再入会の方には適用できません。※各体験教室は、定員になり次第締め切らせていただきます。※入会特典は全て入会後
3ヶ月以上の継続が必要となります。※満員のため、すぐに入会いただけないクラスもございます。※価格は全て税込価格です。その他、分からないことがありましたらフロントまでお問合せください。

事前にWEBで申込みの方➡５％OFF

さらに7/10㈰までの申込なら➡10％OFF
スイミングが初めてでも、
学校のプールだけじゃ物足りない、
もっとうまくなりたい方に！

●対象年齢
イトマンを始めて体験する4歳〜小学生
（ジュニアクラス）
各コースあり
水なれ〜けのびクラスはアームヘルパー貸出可

詳しくは
問合せを

警察
JA
Instagram

駐車場が混み合いますので、
公共交通機関をご利用ください。

アートセンター
OX
ガーデン
アリーナ
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キッズ&ファミリーコンサート

０歳から入場OK！

PPPの夏祭り！ 打楽器っておもしろい♪

開演（14:15開場）

7.2 Sat 15:00

独創的なオリジナル楽曲と、斬新かつ繊細な1台4手連弾
のプレイスタイルであらゆる年齢層を魅了する兄弟ピアノ
すみれ」を迎え、魂を揺さぶる唯一無二の演奏に期待大。

左／レ・フレール

右／黒色すみれ

出演：レ・フレール、黒色すみれ（ゲスト） 料金：大人（中学生以上）4,500円、子ども（3歳〜小学生）2,５00円（全席
指定）※3歳未満入場不可、3歳以上はチケットが必要（ひざ上での観賞不可）

場

爽やかな風の吹くハーモニー

チケット販売

会

多摩市落合2-35
（小田急多摩線「多摩センター駅」徒歩5分）

Jammi’
n Zeb ジャミン・ゼブ コンサート2022

7.2

Sat 14:00・18:00開演

■ a
 kikoジャズを詠む 9. 3（土）14:00 開演（13:30 開場）※6.18㈯発売
出演：akiko
（ボーカル・朗読）
、林正樹（ピアノ）
、須川崇志（コントラバス）
、中村海斗（ドラム）料金：3,300円（全席
指定） ※未就学児入場不可
会場

稲城市若葉台2-5-2
（京王相模原線「若葉台駅」北口徒歩３分）
チケット
販売

ジャズコーラスをルーツに、あらゆるジャンルの楽曲を感

若葉台の里山をイメージした、ゆとりと落ち

稲城市立 iプラザ ホール

動のハーモニーに包んで贈る、スーパーヴォーカルグルー

場

相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本7・8F
（JR線・京王線「橋本駅」北口すぐ）

チケット販売

会

杜のホールはしもと

た東京交響楽団とともに登場。曲はブラームスの交響曲第4番と

対応。客席数４１０席（車椅子席７席含む）

た第4番はいぶし銀の魅力。その格調高さと味わい深さから、4曲中この曲が一番好きという人も少なくな

最新情報は
公式WEBを
チェック！

いのでは？ 一方、第2番はブラームスの「田園」とも呼ばれる自然賛歌のシンフォニー。広大な田園地帯が
目に浮かぶ豊麗な曲想に身を浸したい。フィナーレには熱狂的な興奮が待っている。
指揮：秋山和慶（東京交響楽団 桂冠指揮者） 管弦楽：東京交響楽団 曲目：ブラームス／交響曲第4番、交響曲第2番
料金：S席5,000円、
A席4,000円、
B席3,000円、
U25（小学生〜25歳）各席半額（全席指定）※未就学児入場不可

伸和コントロールズ プレゼンツ

ぜんぶ協奏曲！ 3人のピアニストが競演

東京チェロアンサンブル

1

2

開演（18:00開場）
3

4

7.30 Sat 14:00

の演奏を幕開けに、第２部ではバレエ《白鳥の湖》
、第３部
では『鬼滅の刃』
より
《紅蓮華》〜《炎》
「
、勇気100%」など、
世代を超えて音楽のすばらしさを体感できるコンサート。

ⓒ山口敦

指揮：永峰大輔 管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団 バレエ：スターダンサーズ・バレエ団 料金 ：《S席》大人
5,200円、子ども3,200円《A席》大人4,200円、子ども2,500円 他 ※子どもは4歳〜高校生（全席指定）

川崎区富士見1-1-4
（JR線「川崎駅」北口東 徒歩約15分）

チケット販売

会 場

カルッツかわさき

カルッツかわさきチケットセンター
TEL.044-222-5223（10:00～18:00）
※6/27 ㈪休館
http://culttz.city.kawasaki.jp/

固定式義歯「オールオン4」

東京チェロアンサンブル 公式WEBサイト
https://tokyocelloteam08.themedia.jp/

9

などの口腔ケアで良い
④審美的にも違和感

ントで義歯を支える治療法なので、
インプラント埋

が少ない、
といったメ

入箇所も少なく、埋入手術から仮歯の装着まで

リットが挙げられます。

最短1日で行えます（患者様のあごの骨の状態

他のインプラント治療と同じように、骨とインプラ

によってはインプラントの本数が多くなることがあ

ントの結合までに、おおよそ6か月の経過観察期

ります。
また、状態によって治療法･治療期間･治

間が必要ですが、今使っている総入れ歯が合わ

療結果は異なります）
。
オールオン４は固定式義歯

ない、義歯が外れる心配がある、残っている歯が

なので、骨と義歯がしっかり固定されます。
これに

グラグラしているなどの悩みを解消できる治療法

より、脱着可能な義歯と比べると、①食べ物の食

の一つなので、
まずは相談してみてはいかがで

感が分かりやすく、固いものもしっかりかむことが

しょうか。最後に、
オールオン４はインプラント治療

できる ②歯茎と義歯の間に食べ物が挟まること

の一つです。
自費治療であり、事前に治療、検査、

po st in !

「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！

横山はピアノ協奏曲第4番でベートーヴェンの核心に迫る。指揮を務める太田弦はまだ20代ながら、各地
の楽団と豊富な共演歴を持つ期待の星。フレッシュな顔ぶれとベテランが一堂に会する。
10

指揮：太田弦 ピアノ：横山幸雄、古海行子、進藤実優 管弦楽：神奈川フィルハーモニー管弦楽団 曲目：チャイコフスキー／ピアノ
協奏曲第1番（進藤）
、サン＝サーンス／ピアノ協奏曲第2番（古海）
、ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第4番（横山）
料金：S席4,000円、
A席3,000円、
B席2,000円、
U25（小学生〜25歳）各席半額（全席指定）※未就学児入場不可
公演紹介：飯尾洋一（音楽ライター）

★速報：8/6㈯ 出演の古海行子がダブリン国際ピアノコンクール第2位入賞！
（5面に詳細記事有）

出張サマーミューザ@しんゆり! 会場

麻生区上麻生1-11-1
(小田急線「新百合ヶ丘駅」南口徒歩4分)

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。

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。

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。

ヨーロッパの伝統と、最新鋭の舞台機構とが調和し

昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ

チケットは
イープラスにて
販売中

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。治療箇所によっては
当日仮歯をつけることもあります。

滞

た、馬蹄形客席の本格的な劇場。客席数1,367席
（車椅子席7席含む）

大
会

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。

名門クラ
ブでプレーしませんか？

数か月後

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
土・日・祝日も診療（指定休診日あり）

川崎市
アートセンター ●

●

当院

麻生区役所
P

北口

新百合ヶ丘駅

新宿→

参加ポイントを集めよう！

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

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

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！

チケット販売
❶ミューザ川崎シンフォニーホール
TEL.044-520-0200（10:00〜18:00 ※チケットカウンターは19:00迄）
http://muza.pia.jp/（ミューザWebチケット）
❷昭和音楽大学チケットセンター
（昭和音楽大学南校舎内）
10:00〜18:00 ※12:00〜13:00及び土・日・祝日除く
❸マイタウンチケットセンター
（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

フェスタ
サマーミューザ
公式サイト

熊本あか牛うまかカップ
日

程／

7月19日(火)〜29日(金)の平日 ※21日㈭、28日㈭を除く

プレー 費 ／20,900円（参加費、消費税込、昼食代・利用税別途）

競技方法／ 新ペリア方式による18Hストロークプレー

※イメージ

※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・B B 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。

地元稲城市が誇る特産品が賞品です！

程／

8月15日(月)〜26日(金)の平日

プレー 費 ／20,900円（参加費、消費税込、昼食代・利用税別途）

グレイス
デンタル

● 日本映画大学

●

←町田

最新情報は
公式WEBを
チェック！

夏は好評のお肉コンペ！ 入賞賞品には熊本あか牛セットをご用意！

日

Odakyu OX P

ＪＡ

新百合ヶ丘駅入口

オンライン 日本全国どこからでも！ おうちで楽しむサマーミューザ！
高画質・高音質な映像配信を8月末まで見放題！
鑑賞券あり！ 全19公演おまとめ券は12,000円！

地元応援！
「稲城の太鼓判」カップ

東急田園都市線「青葉台駅」前に開
院しました。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。

診療時間が変更になりました

7. 23 Sat 〜8.11Thu

※❷❸は出張サマーミューザ@しんゆり！公演 各1回券のみ取扱い、窓口販売のみ

ずの 近場 で ゴ
ル
知ら

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。

インプラント体と骨の結

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

能の次の一歩に注目しようというのがこの公演だ。一方、かつて同コンクールで第3位に入賞した実力者、

インプラント治療の進み方

得してからの治療が重要です。

が お届けします

8

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。

☎044-966-9961

進藤実優

のピアノ協奏曲第2番を選んだ。あえてショパンではなく、若い才

囲気が、音楽に触れる人々の心にゆとり

イープラス eplus.jp
（WEB／アプリ／Famiポート）
https://eplus.jp/sf/detail/3590680001-P0030001

《24時間予約可能》CT室・マイクロスコープ（顕微鏡）完備

古海行子

コンクールで3次予選進出を果たして話題を呼んだ若手。進藤は

を与える。客席数359席

による痛みが減少・軽減できる ③旅行などでも、 費用、治療期間などの説明を十分に受け、
ご納
就寝前に取り外す必要がなく、普段は歯みがき

6

素 直で優しい音 響 空 間をつくる、シュー

イメージ

横山幸雄 ⓒZIGEN

ボックス型ホール。上品で落ち着いた雰

麻生区上麻生1-11-1
（小田急線「新百合ヶ丘駅」南口徒歩4分）
チケット
販売

太田弦 ⓒai ueda

チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を、古海はサン＝サーンス
7

昭和音楽大学ユリホール

一度の公演で3人のソリストを聴ける機会はめったにない。進藤

！
フ

４は、上あごまたは下あごの固定
オ ールオン
式義歯のことです。最少4〜6本のインプラ

5

出演：（写真1より順番に）荒井結、清水詩織、髙木慶太（写真©読売日本交響楽団）
、
中実穂、新倉瞳、堀沙也香（写真©堀田力丸）
、三宅依子、宮坂拡志、宮田大（写真
©Daisuke Omori）
、横山桂（写真©井村重人）
曲目：クレンゲル／讃歌（全員）
、クレンゲル／2つの小品（清水・中・三宅・宮坂）
、ラヴェル
／ボレロ
（全員）
、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（全員）
料金：一般4,000円、学生2,000円（全席指定）※3歳未満入場不可

会場

開演（16:15開場）

なる作曲家の協奏曲で競演する。
進藤と古海は昨年のショパン・

を持ち、互いに刺激し合いながら成長し続けている。残席わずか！

第１部ベートーヴェン
「交響曲第５番《運命》
より第１楽章」

8.6 Sat 17:00

実優 、古海行子 、横山幸雄の3人のピアニストが、それぞれ異

たちが集まり、
「今の自分たちにしかできないアンサンブル」という目標

開演（13:15開場）

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

★

飛び出し、昭和音楽大学ユリホールへやって来る！ 同世代のチェリスト

第48回日本フィル夏休みコンサート2022

秋山和慶 ⓒTokyo Symphony Orchestra

第2番。まさに名曲中の名曲だ。ブラームスの交響曲はそれぞれが独自の輝きを放っている。最後に書かれ

「東京チェロアンサンブル」が、定期公演を行っている紀尾井ホールを

初めてクラシック音楽を聴く子どもたちに、本物のオーケストラを

開演（16:15開場）

日本を代表する名匠、秋山和慶が半世紀を超える強い絆で結ばれ

稲城市立iプラザ
TEL.042-331-1720（10:00～19:00）
※第2・第4月曜休館（祝日の場合は翌日）
※WEBは24時間予約可 https://iplaza.inagi.tokyo.jp/

8.19 Fri 18:30

Ro-Onチケット
TEL.047-365-9960（月・水・金曜10:00〜18:00）
https://ro-on.tokyo/

7.31 Sun 17:00

東京交響楽団

音楽を中心に、講演会、各種発表会などに

ジャミン・ゼブ

曲目：君の瞳に恋してる、青春の輝き、アマポーラ、ルート66、
さくら
（森山直太朗）他 ※曲目は変更になる場合有
料金：6,500円（全席指定）※「Ro-Onチケット」のみ小中学生チケット
（1,000円）の取り扱い有 ※未就学児入場不可

集まれ！ ブラームス偶数派

着きのある客席と、優れた音の響きが特徴。

プ。リードシンガーが次々に入れ替わる独自のスタイルと
楽しい演出も魅力。音楽の好きな全ての世代におすすめ。

※表示価格はすべて税込

ⅰMUSICA Ⓒ藤本史昭

近日発売！ 昼下がりに楽しむジャズコンサート

時を越える名曲の数々を、スタイリッシュにお届け!

Events

今年も新百合ヶ丘でサマーミューザが楽しめる！

開演（14:30 開場）

出演：小杉芳之（ヴァイオリン）
、武生直子（ヴィオラ）
、西谷牧人（チェロ）
、石川浩之（コ
ントラバス）
、原博美（ピアノ） ゲスト：水谷晃（ヴァイオリン） 料金：一般2,800円、シ
ルバー2,600円、小中学生1,000円（全席指定） ※未就学児入場不可

パルテノン多摩 チケット予約専用電話
TEL.042-376-8181（10:00～19:00）
※6/14㈫休館
https://www.parthenon-renewalopen.jp/

※掲載内容は変更となる場合有。最新情報は各公式WEBサイト参照

Percussion Performance Players

ｉMUSICA アンサンブルコンサート Vol.8

7.23 Sat 15:00

&

ホール & おうちで 楽しむ 夏の音 楽イベント

開演（14:30 開場）

出演：Percussion Performance Players（元田優香、秋場一宏、
鈴木和徳、木村就生、蓮實志帆） 料金：大人2,500円、子ども（3
歳～中学生）1,200円（全席指定） ※3歳未満ひざ上無料

デュオ「レ・フレール」が出演。ゲストに女性デュオの「黒色

パルテノン多摩 大ホール

好評発売中！ 夏 の コンサート

渋

7.2 Sat 15:00

Summer Concerts

稲 城 市立 i プラザ ホールのおすすめ！

パルテノン多摩リニューアルオープン！ 3歳から大人まで楽しめるこけら落とし公演！

2

れます。詳細はお問い合わせください。

お申込み
お問合せ

よ み うり ゴ ル フ 倶 楽 部

☎ 044 - 966 -1141（ 受付時間 １０時より）

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・B B 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。

※イメージ
※
「稲城の太鼓判」は
稲城市商工会地域
認証ブランドです

《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。
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 h t t p s : / / w w w . y o m i u r i g o l f . c o m /

※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/
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ダブリン国際ピアノコンクール 昭和音大院生と修了生がダブル受賞
黒木雪音さんが第1位、古海行子さんが第2位入賞
新百合ヶ丘

地元のチーズケーキ専門店が贈る夏の絶品メニュー！
「特製メロンクリームソーダ」
と
「マスカルポーネムース」各種
街のトピックス

FAX

M メール

営 営業時間

休 休業日

P

駐車場

HEUREUSE

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 6/25㈯開催

EVEN T

麻生区万福寺1-7-1（新百合ヶ丘駅北口
より徒歩5分） ☎044-965-1616
営 13:00〜20:00
（土・日曜は10:00〜、
金・土曜は21:00迄）
休 木曜 ※臨時休業有
P無
https://heureuse.cafe/
★新百合ヶ丘エルミロード B1F に
も店舗有

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。同店で毎月実施
左／第12回ダブリン国際ピアノコンクール、第1位の黒木雪音さん（右）
と第2位の古海行子さん（左）
。同コンクールは1988年に始まり、3年に一度開催。第
12回は1年延期となり今年開催された 右上／受賞の様子 右下／会場からの祝福の拍手を浴びる黒木さん （写真提供：ダブリン国際ピアノコンクール）

5月24日、
アイルランドの首都ダブリンにて、
「第12回ダブリン国際ピアノコンクール」
のファイナルが行

している「補聴器の無料相談会」が好評。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。パナソ

われた。
200以上の応募者の中で勝ち残った4人のファイナリストのうち、
黒木雪音さん
（昭和音楽大学大

ニックの最新充電式補聴器の試聴・装着体験

学院音楽研究科修士課程2年、
同大学附属ピアノアートアカデミー在籍）
が第１位、
古海行子
（ふるみやす

もできる。開催日時は下記参照。感染対策を

こ）
さん
（同大学大学院音楽研究科修士課程修了生、
同大学附属ピアノアートアカデミー在籍）
が第２位を

施したスタッフが自宅訪問にも随時対応。

受賞。第1位と第2位の入賞は、
日本人初の快挙となった。
「この度の受賞は本当にうれしく、
とても光栄に
思います。
まだ驚きが大きいですが、
これがピアニスト人生の始まり。
さらに努力してまいります」
。
優勝者に
は今後、
オーケストラとの共演やリサイタルなどの演奏会が多数用意されている。
「ダブリンでの経験を糧

グッドデザイン賞を受賞したパナソニック製補聴器

パナソニック補聴器無料相談会

百合ヶ丘駅
南口

開催日時：6/25 ㈯ 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

に、
聴衆の皆さんに笑顔や感動を与えられるようなピアノを届けたい」
と、
黒木さんは意気込みを語る。

イベント

百合丘小
スーパー
三和

百合ヶ丘

交番

ゆり
ストア

アークプラザ
アメミヤ

ダブリンでは美しい自然と温かい人々に囲まれ、二人とも穏やかな気持ちで心から音楽を楽しむこと
ができたという。
「ホストファミリーはじめ、
まわりの方々の温かいサポートのもと音楽と深く向き合うこ
とができた日々は、私にとって忘れ難い時間となりました」
と古海さん。
この経験を生かし、
より成長して
良い音楽を奏でられるよう精進してきたいと話している。※2面に古海さんも出演する公演記事有。

まちをきれいに
「新百合ヶ丘駅南口 春のクリーンアップ大作戦」
コンソーシアム会員企業から100人以上が参加

COMMUNITY

昭和音楽大学附属ピアノアートアカデミー

☎︎044-953-1262 M paa@tosei-showa-music.ac.jp
https://www.tosei-showa-music.ac.jp/
音楽

SHOP

新百合ヶ丘

住宅街にある、落ち着いた雰囲気の一軒家カフェ
「cafe peas」
。この夏
初登場するひんやりスイーツ
「チェー」
（605円）は、ココナッツミルクを
ベースに、カットフルーツと甘く煮た豆、ゼリー、タピオカをグラスに
入れた、ベトナムかき氷。氷はザクザク系で、具材の組み合わせは
日によっていろいろ。他に、夏定番で人気のスイカココナッツミルク
スムージー（462円）、生メロンクリームソーダ
（638円）も味わえる。

cafe peas

カフェピース

麻生区上麻生4-9-2（新百合ヶ丘駅南口より徒歩11分、
「鶴亀松公園西側」交差点、美容室「ファヴール」隣）
☎044-819-5835
営 9:30〜17:30 休 月・土・日曜
P 2台
（先着予約優先）
https://www.cafepeas.com/

口当たりなめらかで後味スッキリ！
素材の味を楽しめる 吉田ジェラートの新鮮ジェラート

新百合丘オーパ・新百合ヶ丘エルミロード・イオンスタイル新百合ヶ丘
3店合同キャンペーンキャラクター「しんゆり3」決定！
左／参加者で記念撮影。昨年秋のクリーンアップ大作戦に引き続き、多くの人が参加した
も参加し、他の参加者と共に花の植え替えなどに汗を流した
（「40」の花文字の前にて）

まちを商業の視点から活性化しようと新百合ヶ
丘ショッピングセンター連絡会を結成し、合同の
イベントやセールなどを企画中。そのスタートとし

アップ大作戦」
が開催され、
街の玄関口となる新百合ヶ丘駅南口周辺の花壇の植え替えや、
ペデス
トリアンデッキや階段にこびりついた鳩の糞清掃などが行われた。前日の大雨が嘘のような夏日と

3」
をオーディションにより決定した。投票の結果、
第1位は「かわいい系ゆるキャラ」に。今後、3店の
サイネージ、ポスター、チラシなどに登場する。

なったが、
コンソーシアム会員企業から100人以上が参加。
今年は麻生区区制４０周年を記念して、
ゴールデンウィーク期間中、3店店頭にて受け付けた投票の結果、第1
位に輝いた「かわいい系ゆるキャラ」
（806票）
。第2位は「シュール系ゆ
るキャラ」
（499票）
、第3位は「戦隊モノゆるキャラ」
（379票）
となった

新百合ヶ丘ショッピングセンター連絡会

《新百合丘オーパ》麻生区上麻生1-1-1 ☎︎044-965-2121 https://www.opa-club.com/shinyurigaoka
《新百合ヶ丘エルミロード》麻生区上麻生1-4-1 ☎︎044-965-3111 https://www.odakyu-sc.com/l-mylord/
《イオンスタイル新百合ヶ丘》麻生区上麻生1-19 ☎︎044-951-5501 https://www.aeon.com/store/イオン/イオンスタイル新百合ヶ丘/

花壇に
「４０」
の花文字が描かれ、
街行く人々の目を楽しませている。
コンソーシアムでは定期的に新
百合ヶ丘駅周辺の清掃活動を行っている。みんなで気持ち良く暮らせる街を目指していきたい。
新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアム事務局

M office@ih-shinyuri.com
https://inspire-hub-shinyuri.com/

地域社会

新百合ヶ丘

広告ご出稿に関するお問い合わせは
お電話またはメールにて承っております

ポスティングにより
新聞をとっていない
お宅へも
訴求可能です

TEL 044-954-2555

病む人のために誠実な医療を。
内科・循環器内科
院長

メディコラ

ドクターズコラム 毎月更新 !

株式会社エリアブレイン メディア事業部

http://medicola.net/

mytown@areabrain.co.jp

「MYTOWN ドクターズ
コラム」でもおなじみ
の先生方によるコラム
がいつでも読めて、地
域のクリニック検索も
できます！
サイト
へ
アクセ
ス!

龍 祥之助

診療時間
●平日

8:00〜12:00
15:00 〜18:00

※月曜のみ19:00まで

●土曜

警察

8:00 〜12:00
区役所

休診日
水曜・土曜午後・日曜・祝日

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

4病院体制で
安心・便利な環境を

わんにゃんドック
（健康診断）
キャンペーン実施中。
この機会にぜひ受診しましょ
う。
百合ヶ丘

麻生区役所

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

★
柿生中

吉田ジェラート

黒蜜・黒豆きな粉・ヨーグルトの絶妙なハーモニーに、手作りの白玉が
魅力的な
「白玉くろみつヨーグルト」
（1,800円）。他にもイチゴやマン
ゴー、キャラメルナッツ、シナモンアップルなど、バラエティに豊ん
だメニューが揃う
（すべて自家製ヨーグルトソースがベース）。さら
に6月からは新たに旨塩ソースをベースにした新シリーズが登場！
鉄分やミネラル分が豊富で体に優しい天日塩を使い、味はローズ・
コーヒーキャラメル・ミルクなど6種類。ぜひお試しを。

不思議なかき氷

麻生区白山4-1-3 新ゆりグリーンプラザショッ
ピングセンター1F（新百合ヶ丘駅よりバス「日本
映画大学」下車徒歩3分）☎044-299-8142
営 11:30～18:30 ※無くなり次第
終了 休 月・火曜（祝日除く）
P有
Instagram：@yoshidagelato

読売ランド前

川崎読売ランド駅前店

多摩区西生田1-14-2（読売ランド前駅北口より徒歩1分）
営 11:00 ～ 18:00
☎ 050-6879-7453
（L.O.17:30） 休 木・金曜 P 無
https://fushiginakakigo-rikawasaki.com/

王禅寺
公園

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

季節に合った涼しげな和菓子
創作和菓子 大平屋の
「梅ごおり」
「 くず桜」
「 水ようかん」

柿

生

シフォンケーキの新しいカタチ
素材にこだわった「 アイスシフォン」

百合ヶ丘

ふわっふわっで口どけの良いシフォンケーキが人気の
「シフォンDEブー」。これからの暑い季節にぴったり
の、ひんやりとした「アイスシフォン」
（小麦粉シフォン 1個200円、米粉シフォン 1個230円）が新登場。
写真は甘酸っぱい
「いちごクリーム」。他にも
「ブルーベリー」
「レッドサワーチェリー」
「マンゴー」など、さま
ざまな旬のフレーバーを取り揃えている。同店の公式アプリを下記2次元コードよりダウンロードして、
お得なクーポンをゲットしよう！

自家製梅酒を味の決め手にした
「梅ごおり」
（1個140円）
は、爽やかでやさしい味わい。冷やして食べても、凍らせて
食べても絶品の人気商品。特別なあんを使った、風味
豊かな味わいの
「くず桜」
（1個170円）や、最高級砂糖
「和三盆糖」を使用した
「水ようかん」
（1個180円）も
夏におすすめ。

シフォンDEブー

創作和菓子 大平屋

麻生区百合丘1-20-7（百合ヶ丘駅南口より徒
歩3分） ☎080-4295-6115
営 11:00～19:00
休 火曜、第1・3月曜
P無
（近隣に有料P有）
Instagram：@shihuondebu
★ Uber Eats 利用可

麻生区上麻生5-43-2（柿生駅南口すぐ）
☎044-987-1270
営 10:00～19:00
休 水曜
P 無
（近くに有料 P 有）
Twitter：@k ak io _ taih e iy a

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

王禅寺ペットクリニック

柿生

素材の配合にこだわり、シンプルで素直な味わいのジェラートを毎朝9種類用意。写真左はソースも手作
りの
「ラズベリーレアチーズ」
と香ばしい香りが広がる
「ピスタチオ」
（2種類までの
「スモール」1個380円）
。
右は果肉たっぷりでジューシーな「プラム」と自家製アーモンドプラリネを使った
「焦がし
アーモンド」、そして濃い抹茶の味を感じられる「宇治抹茶」
（3種類までの「レギュラー」
1個480円）
。※フレーバーの種類は日により異なる。

ふわふわの氷に自家製ヨーグルトソースがたっぷり！
「白玉くろみつヨーグルトかき氷」

TEL 044 - 955 -7231

【運営会社】株式会社エリアブレイン ☎ 044-954-2555

五月台

新百合ヶ丘

新百合ヶ丘

地域の頼れるかかりつけ医情報サイト

毎月2回 1日・15日発行
※いなぎ版は隔月1回発行

右／当日は三瓶清美麻生区長
（写真中央）

5月28日、
新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアム主催
「新百合ヶ丘駅南口 春のクリーン

て、3店合同キャンペーンのキャラクター「しんゆり

お問合せ

cafe peasの夏のデザート 6/14㈫スタート
ベトナムで人気のローカルスイーツ「チェー」初登場！

新百合ヶ丘

新百合ヶ丘駅前のショッピングセンター3店は、

ショップ

ウールーズ

地 域 のお 店 に

F

食 べに 行 こ う ね ！

アイコンの説明：☎電話

メロンシロップとマスカルポーネチーズは共に北海道産を使用し、素材にもこだわった2品。メロンクリー
ムソーダ
（900円）にはハーゲンダッツアイスクリームと赤肉のメロンで作ったジュレをトッピングし、贅
沢でおいしすぎる一杯に。マスカルポーネムース
（500円）はイチゴ・マンゴー・ユズ・チョコレートなどバリ
エーション豊富で、子どもから大人まで大好評。手土産やテイクアウトにもおすすめ。

王禅寺ペットクリニック

◉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

◉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。

乳化剤以外の添加物なし
イルフェジュールの超絶濃厚アイスクリーム

柿

生

一切の妥協がない洋菓子を販売するフランス菓子専門店「イルフェジュール」から、アイスクリームが登
場
（1個295円、本店と新百合ヶ丘エルミロード店にて販売）
。高級バニラビーンズを使用した
「バニラ」、京
都の老舗「丸宗」の高級宇治抹茶を使用した
「抹茶」、旬のイチゴで作った自家製ピューレをふんだんに使
用した
「ストロベリー」など計7種類のアイスクリームは、どれも厳選した素材で
作られ濃厚な味わい。暑い季節、ギフトや自分へのご褒美にいかが。

Il Fait Jour

イルフェジュール

【本店】麻生区下麻生2-5-20（柿生駅よりバ
ス「花島」下車徒歩1分、新百合ヶ丘駅よりバス
「真福寺」下車徒歩3分） ☎044-987-3120
営 10:00～18:00
休 月曜
（祝日の場合は翌日） P 有
Instagram：@ilfaitjour_
kawasaki

懐かしくもあり、ちょっと贅沢な大人の甘味
昌子ママが厳選した材料で作る「クリームあんみつ」
国産天草100%の生寒天、北海道産小豆を炊き上げたあんこ、ほのかな塩味の赤えんどう豆、
大粒で柔らかなあんず、上質な白玉粉を使ったぎゅうひに、季節のフルーツとバニラアイスを
添えた「クリームあんみつ」
（990円）。他に、
「クリーム
ソーダ」
（780円）や、夏限定メニューとして始めた、
水出しコーヒーで作った
「コーヒーゼリー」
（700円）
、
自家製「紫蘇スカッシュ」
（700円）も。
ほっと一息つきたいとき、轍に立ち寄ってみては。

COFFEE & BEER 轍 WADACHI
麻生区百合丘1-1-8 コトー百合丘1F（百合ヶ丘駅南口
より徒歩2分） ☎044-819-8170
営 11:00〜21:00
（日曜・祝日は20:00迄、
L.O. は閉店1時間前） 休 月・火曜 P 無
https://www.wadachi-coffee.com/

百合ヶ丘
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SEM I N AR
セミナー

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

絵本を
読もう

HOU SING
住まい

ですか？）についてじっくり語り合う。哲

読んだら、誰しも小さな赤いライオンが大好きになること間違いなし！

学 の 知 識 不 要。★ ①10:00〜12:00② ③

「ラチとらいおん」
マレーク・ベロニカ文・絵
とくなが やすもと訳
（福音館書店）

18:00〜20:00。※初めて参加する場合は

WEB サイト
（https://www.city.kawasaki.

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 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

jp/asao/page/0000128702.html）か 来

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/

館で事前登録が必要。興味のある回にのみ
参加可。問

☎044-951-1300 麻生市民館

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

SEM I N AR
セミナー

こぐまちゃんとしろくまちゃん

ご招待券
5組10名様

絵本作家・わかやまけんの世界
7/2㈯〜9/4㈰

P

7/2㈯〜30㈯の毎土曜（全5回）
麻生市民館 岡上分館

スマホで作る初めての1分動画
自分のスマホを使い動画を作る。★14:00〜

16:00。対象：13歳以上。先着15人。申込要。

世田谷美術館

創作の全貌を紹介する、初めての展覧会。本展では、日本の子どもたち

SEM I N AR

が初めて出会う絵本を作りたいというコンセプトのもとに生まれた、全

セミナー

15作からなる「こぐまちゃんえほん」シリーズ（こぐま社）の誕生50周

㈱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
無料掲載を希望される皆様へ

7/26㈫〜28㈭10:00〜11:30
多摩川の里身体障害者福祉会館 集会室

小学生のための福祉交流学習

年を機に、
色あせることない魅力と知られざる創作の過程を紹介。また、
若山憲が自ら絵と文の両方を手掛けた「創作絵本」はもちろん、新美

南吉作「てぶくろをかいに」や「ごんぎつね」など名作に絵を付けたり、 『しろくまちゃんのほっとけーき』
（こぐま社）より
詩集の挿画にも積極的に取り組んだりするなど、美しい色使いと繊細

掲載申込み・問合せ

※6/15㈬ 9:00〜。問 ☎044-988-0268

ベストセラー『しろくまちゃんのほっとけーき』
（1972年・こぐま社）な

どで知られる絵本作家・わかやまけん（若山憲・1930〜2015年）の

Ⓒわかやまけん

な表現が際立つ画家としての若山憲の原画も必見。絵本原画や絵本制作の過程で刷られたリトグラフ

の他、雑誌の表紙原画、関連資料など約230点によって、その豊かな作品世界を楽しむ。

開館時間：10:00〜18:00 ※入場は17:30迄 休館日：月曜（ただし7/18㈷は開館、7/19㈫は休館） 観覧料：一般1,200円、65歳
以上1,000円、大高生800円 他 ※6/1㈬正午より日時指定券を販売（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://koguma-wakayama.com/

手話・朗読・車いす体験・障害者との触れ

7/26㈫「はじめての手話」
、7/27㈬「わかり

内在住 ・ 在学の小学生。先着10人。無料。
申込み ： 電話 ・ FAX ・ 来館で。※6/24㈮
9:00〜。問 ☎044-935-1359 ・

新感覚のネイチャーエンターテインメント水族館

ご招待券
5組10名様

カワスイ 川崎水族館

P

からアジア、アフリカ、南米アマゾンの熱帯雨林まで、世界

044-

935-1706 多摩川の里身体障害者福祉会館

SC H OOL

「世界の美しい水辺」をテーマに、川崎市を流れる多摩川

FAX

問 mail

kawasaki@wataiko-ikki.com

展示方法により、世界の水辺を五感で楽しむことができる。カフェやレストラン、お土産が買えるショッ

全身運動でストレス解消も。稽古時間に体
験可能。詳細は「極真

開館時間：10:00〜20:00 ※入館は19:00迄 入館料：大人2,000円、高校生1,500円、小・中学生1,200円 他 ※3歳以下は無
料 ※12歳以下の入館は16歳以上の同伴が必要 ※中学生・高校生は入館の際、生徒手帳・学生証の提示が必要 アクセス：JR線
「川崎」駅東口より徒歩1分 他（川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン9・10F） ☎044-222-3207 https://kawa-sui.com/

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

LETTERS

編集部からのお知らせ

みます。これまではバルコニーが干し場の定位
置でしたが、共働き家族の増加により室内干し
射し、風が吹けば早く心地よく乾きます。そこで、
窓に面したインナーバルコニーや2階吹き抜け
に干し場を設ける提案をしています。後者は上

想像してみてください。
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

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/

法律

終活のすすめ⑥「任意後見制度の利用方法」

任意後見制度は、判断能力がしっかりしてい
るときに、将来判断能力が不十分な状況になっ

人には、親族ではなく第三者（弁護士などの法
律専門家）が選ばれることが多くなっています。

た際に財産の管理などをしてくれる人（任意後

任意後見契約は、事実行為（介護や身の回

見人）を選んでおき、実際に判断能力が不十分

りの世話など）や死後事務（葬儀・火葬手続き

な状況になったときに、その人に財産管理等を

など）を任せることを目的とするものではありま

不十分な状況になる前から財産管理を任せる

決めることになりますが、代表的なものとして

契約、死後事務について任せる契約などを結

は、預貯金の管理や介護契約・施設入所契約・

ぶことも行われています。

対峙した、2014年2月の「ユーロ・マイダン
生がバリケードされそうなピアノを救い出
した…。ウクライナがロシアに抑圧されてき

た過去、繰り返されてきた民衆の「闘いの歴

医療契約を結ぶことなどが挙げられます。

任意後見契約の効力を生じさせるためには、 福田 隆行（ふくだ たかゆき）

本人の判断能力が不十分な状況になった後

史」を描いた作品。★2015年製作、41分。一

に、本人や親族などが家庭裁判所に任意後見

6820-2460 https://ukraine-piano.com/

任を申し立てる必要があります。任意後見監督

般1,000円、高 校 生 以 下800円。問 ☎03-

読者の声

監督人（任意後見人の職務を監督する人）の選

麻

生区

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/

の便利

EVEN T

参加費無料！ 水とダムのことが楽しく学べる！
夏休み水道教室 ー宮ヶ瀬ダム・水とかがやく未来館

麻生区役所（または中原区役所）に集合し、
貸切バスで宮ヶ瀬ダムと
「水とかがやく未来館」
（長沢浄水場広報施設）を巡る見学ツアー。宮
ヶ瀬ダムでは流れる水の勢いが大迫力の観光
放流を見学したり、水とエネルギー館でレクチ
ャーを受けたりする。子どもから大人まで、水
んの内容。夏休みの自由研究にもおすすめ。

宮ヶ瀬ダムでの観光放流

夏休み水道教室 ー宮ヶ瀬ダム・水とかがやく未来館

開催日時：8/10 ㈬ 7:30出発・17:30解散予定 対象：市内在住の小学生（3年生以上）と保護者 定員：
出発場所毎に10組20人（抽選） 申込み：下記 WEB サイトにて ※6/17㈮ 締切 問合せ：川崎市上下水
道局サービス推進課 ☎044-200-3097 https://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000139939.html
イベント

s em i n ar

新百合ヶ丘

私たちが暮らす町を、色で表現してみると？
「 “色” でつながる、私とまちのストーリー」受講生募集

色への感性を高め、麻生区らしいイメージカラーを探す全5回のワー
クショップ。色に関する基礎的な知識、地域のイメージと色の関係など
について学び、麻生区らしいイメージカラーを考えたり、そのイメージカ
ラーに合わせた「色の名前」や「ストーリー（色の由来）
」をつけて発表
したりする。講師の田中龍平さんは、川崎市において色彩による地域活
性を目指した「かわさき折り紙」の企画や、のらぼう菜や万福寺人参な
ど伝統野菜から地域色の抽出などを展開するカラープランナー。スマー
トフォンやデジタルカメラを使える人、先着順に20人を受け付ける。

●
「QUIZ ここはどこでしょう !?」は毎号楽しみにしています。明らかに知っている場所はともかく、ある

●
「市民のための在宅療養フォーラム」の事例は高齢者

P

開催日時：6/26㈰・7/3㈰・10㈰・24㈰・31㈰14:00〜16:00（全5回） 会場：麻生区役所 保健ホール 対象：
区内在住・在勤・在学・活動をしている16歳以上の人 申込み：麻生市民館窓口・電話または WEB にて
問合せ：麻生市民館 ☎044-951-1300 https://www.city.kawasaki.jp/asao/page/0000139679.html
セミナー

新百合ヶ丘

各日約65ブース出店

6 18 19

もりは心身共に衰えを加速させました。
「コロナも不安

だが老いはもっと」そんな思いの昨今の折り、この記事

2022
2021
毎日の 生 活に役 立つ情 報 満 載！

は私には良きアドバイスでした。
（麻生区白山 K.K.さん）

・この 街 のかかりつけ医

●写真右：今年も麻生川の桜を見に行きました。いつも

・地元の士業

はお昼に行くことが多いですが、夜桜も素敵でした。

特

（麻生区上麻生 A.C. さん）

集

・ 私 立 幼 稚 園 のご 紹 介

・ 麻 生 区 公 園・広 場ガイド

駐車場・駐輪場・コインランドリー情報など

配布方法： ポスティング、ラック設置

配布設置場所

ここはどこでしょう！？
この橋はどこにあるでしょう？

ヒント：新百合ヶ丘駅北口より徒歩約10分

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！

5月号 EXTRA 答え合わせ
世田谷町田線(津久井道)の高石歩道橋下の交差点付近、新
百合ヶ丘方面を見たところ

図書カード500円分
正解者5名様

P

10:00〜17:00

4

l.3
vo

ただいま好評配布中！

の私にとって他人事ではありません。コロナ禍での家ご

講師の田中龍平さん

麻生区区制40周年記念「 “色 ” でつながる、私とまちのストーリー」

帳

・テイクアウト & デリバリー

【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

新百合ヶ丘

道事業に対する関心と理解が深まる盛りだくさ

人にどのようなことを任せるのかはこの契約で

ていたので、行けそうなところは直接行こうと思います。
（麻生区高石 S.F. さん）

●メール：mytown＠areabrain.co.jp
メールタイトル：6月号EXTRA係
●FAX：044-954-5869
●郵送：〒215-8511（住所記載不要）マイタウン 6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。

【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

※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。

さて、湿気の多い季節、洗濯干しはいつも悩 （10㎝ ×14.8㎝）のたった7割弱（以下）です。

本人の健康状態を確認する契約、判断能力が

出掛けました。
（麻生区片平 M.I. さん）

2022年6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

㎠（以下）になります。それでも、はがきサイズ

正証書によって結ぶ必要があります。任意後見

程度目星を付けて確認に出掛けるのですが、地域を知りながらの散歩にもなりありがたいです。今回も

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：6月30日㈭必着

す。延床100㎡の家では相当隙間面積が100

付いての運動です（異常な気がしますが）
。

スポーツ

17:00近かったので売り切れのお店が多く残念でした。
次はもう少し早く行きます！ お店の情報が載っ

@mytown_official

PRESENT・QUIZ 応 募 方 法

ことでした。ましてや口の周りにマスクがへばり

開催日：7/1㈮ 会場：麻生スポーツセンター
（麻生区上麻生3-6-1、新百合ヶ丘駅より徒歩5分） トレーニ
ング室開放時間：9:00〜21:15（入場は20:45迄） 持ち物：運動に適した服装・室内シューズ・タオルな
ど 問合せ：☎044-951-1234 ※マスクを着用して入館を ※混雑状況により入場制限をする場合有

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

★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）

ＳＵＮ

@mytown21

密性能が必要です。私たちは、床面積1㎡当た
り1㎠以下の隙間に留める家づくりをしていま

青々とした木立に囲まれた麻生スポーツセンター

●5月号 EXTRA の「パンまつり特集」
、
パン好きにはたまらない特集でした。5月21日㈯に行きましたが、

WEB サイト https://e-mytown.com/
@mytown21

聞いてみました。湿度が上昇することで汗をかい
ても蒸発が鈍り、水分補給が遅くなりがちとの

トレーニング室は9:00〜21:15まで開放。運動

ＳＡＴ

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！

麻生スポーツセンター 一日無料開放デー

ドキュメンタリー映画「ピアノーウクラ
イナの尊厳を守る闘いー」

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！

トロールすることが大事なのです。それには気

す。任意後見契約を結ぶ際、併せて、定期的に

革命」
。首都キーウの独立広場で、音楽院の学

プも併設。子どもから大人まで楽しめる同館へ、ぜひ足を運んでみよう。

結露も抑えられます。要は、空気の流れをコン

が、
「湿度」を含めての発言に「どうして」と思い

産管理等に関する契約（任意後見契約）を、公

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。武道精神を学び、

い水分補給が必要なことは理解していたのです

意後見契約とは別に契約を結ぶ必要がありま

生態環境を紹介したりと、すみずみまでこだわった仕掛けで

訪れる人を飽きさせない。また、最新技術を駆使した独自の

が久しぶりという人も、気軽に利用してみよう。

せん。そのため、これらを頼みたい場合は、任

親ロシア派政権に抗議する市民が機動隊と

魚だけでなく、ユニークな動物たちも集結。気軽に散歩気分
で水辺の生きものたちを楽しむことができる

計画された通気の道筋に沿って空気は流れ、

行ってもらう制度です。この制度を利用するに

験いつでも誰でも
少年は強い心と体

反対側に排気用の換気扇を設置すれば、常時

は、任意後見人になってくれる人との間で、財

のような水族館。秘境・アマゾンの豊かな熱帯雨林をリアル

に再現したり、世界最古の水辺に広がる生態系や多摩川の

り、インストラクターから初めて「水分をしっかり

6/11㈯〜17㈮・7/2㈯〜8㈮
横浜シネマリン（横浜市中区長者町）

シネマ

生徒募集！ 無料体

2020年7月にオープンした同館は、世界の水辺を旅するか

道川崎、他。当日券1,500円、他。全席自由。

cine ma

場 百合ヶ丘道場

映像技術を駆使して展示している「カワスイ 川崎水族館」。

和太鼓等の音色を聴く。★出演：一輝太鼓

教室・習い事

極真カラテ三和道

のさまざまな環境に暮らす生きものを、最新の照明・音響・

音の便り2022川崎

13:45〜と15:20〜（各クラス先着24人）
。また

とって」と注意喚起がありました。気温上昇に伴

昇気流が通風の役割を果たします。また、室内

6/18㈯18:00開演
川崎市アートセンター アルテリオ小劇場

（先着80人）と19:10〜（先着40人）
、ヨガが

通風のためには換気も重要です。給気孔の

イベントなどの開催情報について

コンサート

干しは空気が乾燥する冬には加湿にもなります。

で体を動かしています。湿気を感じる季節にな

を希望する人が増えています。室内でも、陽が

CONCE R T

の利用者の方たちとのふれあい」
。高学年向

デーは２種目4クラスで、エアロビクスが9:20〜

週2回近所のジムに通って、朝1時間マシーン

LAW

やすく伝える朗読」
、7/28㈭「デイサービス

無料開放デー」を開催する。当日のスポーツ

湿度と換気

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。

合いを通して、障害について学習する。

け（4年生くらいから）の内容。★対象 ： 市

憂鬱な梅雨の時期も、体を動かしてスッキリ！
麻生スポーツセンターの一日無料開放デー

日頃からさまざまな運動ができる同館。7月

夢や目標は必要ですか？③孤独でもいい

チのもとに、ある朝ちっぽけな赤いライオンがやってきて…。この本を

S P O RT S

1日㈮には麻生区区制40周年を記念し「一日

って何だろう？ 人の幸せは誰のもの？②

いところが苦手、友達さえ怖くて泣いて、一人で絵本を見てばかりのラ

さえして、勇気をもらえる。ずっと心に残る大事な本になるだろう。

街の掲示板

さまざまな人たちと1つのテーマ（①幸せ

ラチは飛行士になりたいけれど、世界中で一番弱虫な男の子。犬や暗

なくなるけれど、自分のポケットにもライオンがいてくれるような感覚

暮 ら し の コ ラム

みんなの哲学風カフェ in あさお

ラチとらいおん

最後には、ラチのポケットの中にいたはずのライオンは手紙を残してい

①6/15㈬②18㈯③7/16㈯
麻生市民館 会議室

6

新百合ヶ丘駅南口
ペデストリアンデッキ
※雨天決行・荒天中止

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

マルシェイベントスタッフ（アルバイト）募集
新百合ヶ丘駅周辺で月1回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？

① 備品搬入〜設置、搬出作業補助（早朝及び夕方以降）

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

② イベント開催中の各種運営補助（8:00頃〜夕方）

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。

給 与：①時給1,300円〜 ②時給1,100円〜
条 件：①体を動かすことが好きな人 ②人とコミュニケーションをとることが好きな人
今後の開催予定：6/18(土)・19(日)、9/17(土)・18(日)、10/8(土)・9(日)
【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 ）

AD
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市民のための在宅療養フォーラム
短期連載❹

新型コロナウイルスQ&A いまさら聞けないこんなこと、ありませんか？

Q ：今後マスクはどのようなときに着用すれば良いですか？
A ：厚生労働省から以下のような通知が出ています。参考にしてください。判断する際

Q ：コロナワクチンは副作用があると聞いていますが
A ：接種部位の痛み、倦怠感、頭痛が50％以上で起こります。そのほか筋肉痛や吐

屋外 でのマスク着用について

には、
換気が十分できているか・話をするのか、
この２点を考えてみると良いでしょう。
距離が確保できる

重度のアレルギー反応であるアナフィラキシーは10万人に2〜4人（3回目接種

距離が確保できない

時）でした。アナフィラキシーは接種会場で治療できるように必ず準備がしてあ

りますので心配はありません。

マスク
着用推奨

マスク
必要なし

会話を
する

き気、下痢、発熱などがみられることもありますが大部分は数日内に治ります。

Q ：家族でコロナが発症した際にどのような対処・対応が必要でしょうか？
A ：8つの項目を心掛けましょう。❶感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける。

⬅目安2m以上➡

会話を マスク
ほとんど 必要なし
行わない

け全員がマスクを使用する。❹小まめにうがい・手洗いをする。❺できるだけ換

マスク
必要なし

公園での散歩やランニング、サイクリングなど

気をする。❻ドアノブなどの共用部分を消毒する。❼汚れたリネン、衣服を洗濯

する。❽ゴミは密閉して捨てる。

徒歩や自転車での通勤など、屋外で人とすれ違う場面

屋内 でのマスク着用について

距離が確保できる

Q ：PCR検査と抗原検査の違いを教えてください
A ：PCR検査はウイルスの遺伝子、抗原検査はウイルスのたんぱく質を調べます。

距離が確保できない

マスク
着用推奨

マスク
着用推奨

会話を マスク
ほとんど 必要なし
行わない

マスク
着用推奨

会話を
する

❷感染者の世話をする人は、限られた人（一人が望ましい）にする。❸できるだ

抗原検査は症状のある方を検査するのには有効です。PCR検査は抗原検査に

比べて、陽性を陰性と判定してしまう確率は低いとされています。

Q ：そろそろ家族で国内旅行を考えています。車内でマスクは必要でしょうか？
A ：車内一人の場合はマスク不要です。複数で乗る場合はマスクをして、窓を開け
て換気するか、エアコンを内気循環ではなく外気導入にしましょう。

Q ：手紙や荷物から感染するのでしょうか？
A ：物品との接触から人が感染したという報告はなく、WHOはコロナウイルスは

距離を確保して行う図書館での読書、芸術鑑賞

●通勤ラッシュ時や人混みの中ではマスクを着用しましょう

手紙や荷物のような物の表面では長時間生き残ることができないとしてい

ます。

子どものマスク着用について

子どものマスク着用については、
これまでも2歳未満にはマスク着用はすすめておらず、

Q ：現在、
コロナに対する治療薬はありますか？
A ：無症状では薬は必要ありません。健康な方で軽症の場合は解熱剤、咳止めなど

この取扱いに変更はありません。、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設
管理者等の判断により、可能な範囲でマスク着用を求めることは考えられます。

が症状に合わせて処方されます。そのほか抗ウイルス薬や中和抗体薬もありま
すが、診察した上で必要と判断された場合に使用されます。

Q ：新型コロナウイルスに対するワクチンは本当に効果があるのですか？
A ：現在日本で使われているワクチンは感染予防、発症予防、重症化予防の効果が

Q ：コロナ陽性となりましたが無症状です。自宅にどのくらいいれば良いでしょうか？
A ：検体採取日から何事もなく7日間経過すれば、8日目に療養解除となります。現

確認されていますが、時間とともにその効果は低下します。
このため、現在まで

合計3回の接種が推奨されています。今後60歳以上の方全員と基礎疾患をお持

在、神奈川県からオミクロン対応臨時版で「自宅・宿泊療養のしおり」の案内が

ちの59歳以下の方には4回目が予定されています。

あさお診療所

あさお・百合クリニック

出ています。

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

たま日吉台病院

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
川崎市アートセンター

15 周年

開館

記念

発売中
チケット好評

2022

6.24

出演

野口久和ビッグバンド

54

開場／18：30 開演／19：00

しんゆりジャズスクエア vol.54
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
全席指定
税込

総勢

野口久和 17名

ジャズ 醍醐味、

野口久和ビッグバンド
ゲ スト シン ガ ー

キャロル山崎

が5年ぶりに登場！

バンドシンガー に

キャロル山崎を
迎えて、
よりゴージャスに！

Tp:
佐々木 史郎
菊池 成浩
松島 啓之
伊勢 秀一郎
Tb:
橋本 佳明
池田 雅明
辻 冬樹
朝里 勝久

2枚
セット券

7,000円

●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）
※販売は電話・窓口のみ、詳細は川崎市アートセンター 迄

●20名様以上でのご鑑賞は団体割引があります。※詳細は川崎市アートセンター 迄

Sax:
萱生 昌樹
菅野 浩
右近 茂
白石 幸司
竹野 昌邦

演奏
予定曲
お得な

Take the A Train、Memories of You、Apple Honey、
What a Wonderful World …etc

しんゆりジャズスクエア2022

2022年6月24日㈮までの限定販売

Gt:
田辺 充邦

2022年度
全5公演購入の場合 合計

B:
佐瀬 正
Dr:
稲垣 貴庸

4,200円

※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。

ビッグバンド
P:
野口 久和

一般
チケット

川崎市麻生区万福寺6-7-1 ☎044-955-0107

18,200 円
5,000 円
おトク！

13,200円（税込）

年間パスポート
だと

特典1
特典2
特典3
特典4
特典5

年間パスポート
年間通した特等席
料金がお得
チケットの追加購入もお得
ご家族、ご友人もご利用可能
情勢に応じたキャンセルに対応

※取扱いは川崎市アートセンターの窓口・電話のみ
※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。

チ ケ ット 取 扱 い
［電話予約・窓口販売・WEB予約］

☎044 - 959 - 2255

■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 ※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］

麻生区区制40周年記念事業

■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

主催 ：川崎市アートセンター ☎044-955-0107

（平日9:00〜19:00、土・日・祝日10:00〜19:00 ※第3水曜定休）

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

■株式会社プレルーディオ

助成 ：

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）

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
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

