
数か月後

末が近づき忙しい時期です。慌ただし
いときは自分のことを後回しにしがち

ですし、お口のケアが普段よりもできていな
い人もいらっしゃるでしょう。むし歯治療の
場合、むし歯になってしまった患部を削り、削
った箇所を人工物で補います。この時点で、健
康な歯と比べると歯の強度は当然弱くなりま
す。大人のむし歯の特徴の一つとして、過去の
むし歯治療で用いた詰め物の下でむし歯が再
発することが挙げられます。この場合、詰め物
と歯の隙間に細菌が侵入して再発しているこ
とが多く、以前の治療時と比べ歯の奥深くま
でむし歯が進行し、神経に達している可能性
もあります。また過去に神経を抜いている歯

の場合、「痛み」という
警報が作動せず気付
くのが遅くなり、むし
歯がさらに進行し、抜歯という選択しかない
場合もあります。厚生労働省の情報サイト
「e－ヘルスネット」によると、20歳以上の約
9割がむし歯の罹患経験者であり、40歳以上
の約4割はむし歯が原因で抜歯されていると
あります。現在では、できるだけ自歯を残す治
療が行われていますが、再発により患部が削
られるたび、歯は薄くもろくなってしまいま
す。症状の再発を防ぐことが自分の歯を守る
ことにつながるのです。口腔ケアを習慣化し
てむし歯の再発予防に努めましょう。

麻生区役所

川崎市
アートセンター

Odakyu OX
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日本映画大学
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新百合ヶ丘駅入口

新百合ヶ丘駅

むし歯の再発で歯は弱くなる

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）

年

診療時間が
変更になりました

☎050-5211-8276無料送迎サービス

インプラント治療の進み方

ご年配の方・付添いが必要な方へ

1インプラント治療の相談と説明。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。

2患者様の病歴や健康状態などカウンセリ
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。

3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。

4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。

5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。治療箇所によっては当日仮歯をつける
こともあります。

6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。

71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。

8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。

受付／平日10:00～15:00

昭和レトロな雰囲気の店舗が目を引く、11年目を迎えた小川
軒。柚子風味が香る「塩らーめん」（830円）、コクのある「醤油
らーめん」（830円）が人気。寒い日のおすすめは、「小川軒流 
台湾麻婆らーめん」 （1,030円）。豆腐がたくさん入った麻婆と
特製辛ダレはやみつきのおいしさ。人気の一品だ。

稲城市平尾2-7-1
☎︎042-331-2550
営11:00～15:30、17:00～21:00 ※スープが無くなり次第終了
休木曜　 P 有

小川軒流 台湾麻婆らーめん
小川軒 平尾店

同店のラーメンで不動の一番人気「鶏白湯」（950円）は、こだ
わりの鶏白湯スープに、魚介と野菜のポタージュスープ、自家
製の香味油と塩だれを加え、泡立てる調理法で仕上げた至極
の一品。鶏の旨味を引き立てた、最後まで飽きないクリーミー
な鶏白湯を味わいに行こう。

麻生区上麻生1-4-1 新百合ヶ丘エルミロード5F
☎︎044-455-5881　営11:00～22:30（L.O.21:45）
休エルミロードの休館日に準ずる　 P 有（有料）
https://www.ramen-factory-torisetsu.com/

鶏白湯
RAMEN FACTORY TORISETSU

甘辛くゴマ風味が香るコクのあるスープ、ジューシーなそぼろ、
歯ごたえの良いチンゲンサイ、スープに負けない存在感のある
麺。横濱楼の坦々麺（ランチ950円、ディナー990円）は、中華一筋
40余年の主人が作る、まさに坦々麺の王道ともいえる味。麺料
理はもちろん、炒飯や塩炒めなど同店の味にはファンが多い。 

麻生区上麻生1-3-2 壱番館ビル３F
☎︎044-953-6148　 営 11:30～ L.O.14:00、17:00～
L.O.20:00　休水曜　 P 無
http://yokohamaroh.com/

坦々麺
横濱楼

開店して25年目となる隠れた名店「トトロ」では、約40種類の創
作ラーメンが楽しめる。写真は「鯛出汁塩ラーメン」（750円）。
細くてコシのある縮れ麺は、札幌ラーメンを象徴する「西山製
麺」を使用。「麦とろ定食」や一品料理も人気で、居酒屋として
利用している人もいる。ぜひ平尾まで足を伸ばしてみよう。

稲城市平尾2-9-7　営11:00～ L.O.14:00、18:00～
22:30（L.O.21:00） ※金・土曜は23:30（L.O.21:00）迄
休火曜 ※その他不定休有（Facebook参照）　 P 無
https://www.facebook.com/kitchenhousetotoro/

鯛出汁塩ラーメン
キッチンハウス トトロ

C O N T E N T S

2022年12月特別号（12月15日発行）　【発行元】株式会社エリアブレイン　〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-10-5-304　TEL.044-954-2555㈹

E X T R A

Vol. 864
T A K E  F R E E

2 0 2 2
12S P E C I A L

いますぐ食べたい！
ラーメン特集 2022冬

1

L O C A L  T O P I C S

街のトピックス2

3

C O L U M N S

暮らしのコラム
I N F O R M A T I O N

・街の掲示板
・プレゼント
・クイズ

S P E C I A L

教会でクリスマスを4

名物の「熟成醤油ラーメン 肉そば」（715円）は旨みの強い豚
肉を、注文ごとに1杯1杯手鍋調理で炊き込み、柔らかく仕上
げる絶品醤油スープのラーメン。同店は広々とした駐車場と
店内も特徴であり、気軽に食べに行ける。お得なクーポンが
手に入るアプリを右下の2次元コードよりダウンロードしよう。

稲城市平尾4-26-5
☎︎042-350-3758　営10:30～25:00（L.O.24:30）
休年中無休 ※12/31㈯・1/1㈷年末年始休業　 P 有
https://www.syodai-marugen.jp/

熟成醤油ラーメン 肉そば
丸源ラーメン 稲城平尾店

いますぐ食べたい！

※営業時間など掲載内容は変更となる場合有
最新情報は各店舗にご確認ください

S P E C I A L
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TEL044-980-4131
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

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

事前申込み制
※お申込みは
QRより

入場無料

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

東京都世田谷区生まれ。1987年早稲田大学を卒業後、フジテレビのアナウンサーに。朝の情報番組「と
くダネ！」を20年間担当後、2019年9月末日に33年勤めたフジテレビを退社し、フリーアナウンサーとな
るが2か月後に血液のがんである悪性リンパ種と判明。4か月半の入院、治療の結果「完全寛解」となる。
現在、テレビ、ラジオ、講演、がん知識の普及活動など幅広く活動している。2020年11月に、人生の困
難を乗り越えるエッセイ「生きる力～引き算の縁と足し算の縁」（KADOKAWA）を出版。

※発熱等、体調が優れない場合は、参加をお控えください。
※情勢を鑑み、やむを得ず変更や中止となる場合がございます。
　予めご了承ください。

令和5年 新春講演会

笠井信輔 Kasai 
Shinsuke講 師

がんが教えてくれた「生きる力」演 題

2023年1月18日 15:00～16:30（受付 14:00）
水 麻生市民館 大ホール

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

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

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

毎月2回 1日・15日発行
※いなぎ版は隔月1回発行

㈱レナテック 神奈川県伊勢原市高森4-19-15 ☎0463-74-6129 （平日9時～17時）
0120-785-602

申込みサイトメタローナ
ちゃん

WEB申込みなら24h予約可・簡単&オススメ

男性6がん（大腸、胃、肺、すい臓、肝臓、前立腺）  女性9がん（大腸、胃、肺、すい臓、肝臓、乳、子宮頸、子宮体、卵巣）

多くのがんリスクを部位別にA～Ｄ判定で結果をお知らせ！
採血1回
たったの
6ｍL

話題のがんリスク検査が
稲城市平尾でも受検スタート！

書類発送等のため
希望検査日の3週間前
にはお申込みください。

※この検査は採血時点でのがんのリスクを評価するもので､がんを確定診断するものではありません。
※血液中の微量元素濃度で判定するため、検査の対象者要件があります。WEBでご確認ください。

メタロバランス

メタロ・バランスと呼ばれるこの検査は
経産省の研究助成金をもとに、神奈川
と千葉の両がんセンターと㈱レナテック
が共同研究開発しました。大腸がC判
定となり医療機関で精密検査をしたと
ころ、ステージ0の大腸がんが見つかっ
たという方も。がんは早期発見・早期治
療で9割は治すことができるといわれて

います。自覚症状のない健康な方にぜ
ひ受けていただきたい検査です。1人で
も多くの方の、がん早期発見・早期治療
のお役に立てることを目指しています。
検査は完全予約制で、院内滞在時間は
10分程度、費用は16,500円。お申し
込みはWEBまたはお電話で。
※保険適用外

ニュース番組で
放送された内容を
YouTubeで
ご覧になれます。

完全
予約制

検査会場と日程 平尾メディカルビレッジ 東京都稲城市平尾4-24-1
小田急線「栗平駅」「黒川駅」 徒歩圏内 Ⓟ有

1/22(日)・2/19(日)・3/19(日)  9:00～12:00
※病院への直接のお申し込
み・ご質問はできません

◉本院

◉禅寺丸ペットクリニック

王禅寺ペットクリニック
☎044-969-1013

☎044-981-1013

◉新百合ヶ丘病院 ☎044-952-2200

年中無休 24時間診療 夜間救急

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
柿生駅南口すぐ 臨時休診有

勤務状況により臨時休診の場合有午前 予約制、13時～17時 通常診察

月～金・日 予約制、土曜休診

年中無休 新百合ヶ丘駅すぐ トリミングサロン・一時お預かり併設

愛犬・愛猫の健診キャンペーン実施中。「わんドック・にゃんドック」受付中！

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

Olympic

★

★

★

★

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

新百合ヶ丘駅構内、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、他

配布設置場所

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

マイタウン ガイド
2023
街のかかりつけ医や
士業、公共施設の紹
介など、暮らしに役立
つ情報が満載！

麻生区の便利帳 12月下旬
順次配布
開始！

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
●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

お届けします
が

「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。

TEL 044-954-2555
株式会社エリアブレイン メディア事業部

折込み
料金
（税込）

※最小受付部数：3,000部

チラシ制作も承ります！

英語を身につけるには
音読です！

英語を身につけるには
音読です！

音読塾

外国語は繰り返し声に出すことで、
自信がつき、使える言葉になる
●音読で中高生は成績アップ！
●ビジネス英語も音読が鍵！
●英語再学習も今度こそ音読から！

まずはお電話を！　完全個人指導／月謝制

中学生～一般　★フランス語も音読
百合ヶ丘駅前教室・祖師ヶ谷大蔵駅前教室

TEL 044-281-3538

無料体験受付中

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

図書カード500円分
正解者5名様

ヒント：小田急線沿線（麻生区内）
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月号 EXTRA 答え合わせ

ここはどこでしょう！？ P

片平公園
（麻生区片平5-27-1）

2022年12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：12月31日㈯必着

●メール：mytown＠areabrain.co.jp
　メールタイトル：12月号EXTRA係 
●FAX：044-954-5869
●郵送：〒215-8511（住所記載不要） マイタウン 12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

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円点字入門講座

点字を学ぶ。★10:00〜12:00。定員：10
人（抽選）。無料。※点字器代等実費。申込
要。1/24㈫締切。問 ☎︎044-954-5011

2023/2/6㈪〜3/13㈪の毎月曜
川崎授産学園 研修室（細山1209）

S E M I N A R
セミナー

テアトロ ･ ジーリオ ･ ショウワ ･ オーケ
ストラ 第九演奏会
年末恒例、歓喜の歌。合唱付。★指揮：山下一
史。S 席5,000円、他。問 ☎︎044-953-9899

12/28㈬15:00開演
昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ

C O N C E R T
コンサート

麻生の歴史散策 「武州稲毛七福神をめぐる」

麻生区と多摩区の6寺院にある七福神を巡
る。荒天中止。★安立寺（毘沙門天）〜廣福
寺（大黒天）〜向ヶ丘遊園駅〜生田駅〜観音
寺（恵比寿）〜生田駅〜百合ヶ丘駅〜潮音寺

（福禄寿）〜香林寺（布袋尊）〜百合ヶ丘駅
バス停〜盛源寺バス停〜盛源寺（弁財天 ・
寿老人）解散（全行程約5.5㎞）。定員：20人

（抽選）。500円（資料代、他）。申込み：往復
ハ ガ キ か WEB で。12/20㈫ 必 着。問 ☎︎
044-965-5113 https://asao-kankou.jp/

2023/1/3㈫10:00〜16:00 
向ヶ丘遊園駅南口集合

E V E N T
イベント

音声訳（朗読）ボランティア入門講習会
★対象：市内在住・在勤・在学者。先着10人。
無料。申込み：1/13㈮9:00〜電話で。
問 ☎︎044-935-1359（多摩区中野島6-13-5）

2023/2/8㈬〜3/8㈬の毎水曜
多摩川の里身体障害者福祉会館

S E M I N A R
セミナー

オンライン「赤ちゃん学」連続講座
多面的な視点から赤ちゃんを研究。★10:00
〜11:30。定員：50人（抽選）。無料。申込要。
1/19㈭17:00締切。問 ☎︎044-965-5303

2023/1/27㈮・2/13㈪・2/21㈫
オンライン（Zoom）

S E M I N A R
セミナー

若冲と一村 ー時を越えてつながるー

2023年秋に開館10周年を迎える同館では、これまでの展覧会で人気を博
した画家4人を選び、2人ずつ2部に分けて展覧会を開催。第1部では、江
戸時代の伊藤若冲と昭和時代の田中一村、緻密な表現の2人の絵をさまざ
まに組み合わせて展示。若冲7件と一村7件の作品を中心に、関連画家の
作品、伝統的な花鳥画の屏風絵などを併せた約40件の展示が楽しめる。

開館時間：9:00〜17:00 ※入館は16:30迄　休館日：12/31㈯、1/1㈷　料金：一般・大学生2,800円、小中高生1,800円、他 
※美術館利用者は駐車場、足湯入湯料無料　アクセス：「箱根湯本」駅より伊豆箱根バスまたは箱根登山バス約20分、「小涌
園」下車徒歩すぐ（神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493-1）　☎0460-87-3931　https://www.okada-museum.com/

2022/12/25㈰〜2023/6/4㈰　岡田美術館

伊藤若冲「孔雀鳳凰図」（部分）江戸時代 宝暦
5年（1755）頃 重要美術品 岡田美術館蔵

ご招待券
3組6名様   P

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/

　今年の10月は「あさお区民まつり」や「しん
ゆりフェスティバル・マルシェ」が開催されて、
新百合ヶ丘がとても盛り上がりましたね。私は、

「麻生区区制40周年記念ビール」に少しだけ
関わらせていただきました。さまざまな人たち
の尽力により記念ビールがあっという間に実現
するのを間近で見て、地域におけるつながりの
大切さを改めて認識しました。
　さて、相続は、被相続人が亡くなると同時に
発生し、相続人は被相続人の財産に属してい
た一切の権利義務を受け継ぐことになります。
そのため、相続人は被相続人が亡くなったとき
に生存していることが必要です。では、例えば、
親と子が同時に亡くなった場合はどうなるので
しょうか。この場合、一方の相続開始時に他方
は亡くなっているため、両者の間で相続の問題
は生じません。また、親と子のどちらが先に亡
くなったか分からない場合には、両者は同時に

亡くなったと推定されるので、この場合も両者
の間で相続の問題は生じません。
　それでは、胎児は相続人になることができる
のでしょうか。民法では、「私権の享有は、出生
に始まる」と規定しており、胎児は権利義務の
主体になれないのが原則です。しかし、民法は
相続に関しては特別に「胎児は、相続について
は既に生まれたものとみなす」と規定して、その
相続権を保障しています。なお、この規定は胎
児が生きて生まれることを前提としたものです
ので、「胎児が死体で生まれたときは適用しな
い」とされています。

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

相続の基本②「相続人の資格」

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/

　2015年温暖化対策 COP21で掲げられた目
標です。「世界の平均気温を産業革命以前のプラ
ス2℃以下、さらにプラス1.5℃まで抑える努力を
する」。極端な高温による猛暑日や大雨など、自
然災害の発生を抑えるために温度上昇を1.5℃
以下に抑えることが求められています。既に1℃
温度が上昇しているとか。国は2050年まで温室
効果ガス排出ネットゼロの脱炭素社会を宣言し、
2030年までに46％削減の目標を掲げました。
住宅部門の削減は66％で、部門別では最も大き
い削減率になっています。
　我が家の10月の電気使用量を昨年と比較して
みました。使用量はほぼ同じでしたが、コストは
23.5％ UP。ロシアのウクライナ侵攻によるエネ
ルギー価格の急騰が大きな原因とはいえ驚きで
す。家庭におけるエネルギー安全保障の問題と
認識を変えた方がよさそうです。
　脱炭素社会に向けた住まいづくりは、①徹底

的な省エネ、②脱炭素の創エネです。①は建物
の高断熱化です。国の基準も厳しくなりましたが、
当社では既にエアコン１台で30坪ほどの家を冷
暖房できる住宅性能を確保。太陽熱の取得、遮
熱対策の建築的工夫もしています。②はソーラー
パネルで電気の自家消費を賄う。深夜電力の割
安感が少なくなった分、昼間の余剰電力で湯を
作るのも一つ。家計の経済的メリットは大きいで
す。設備費用の回収年数は14年程度。電気料金
高騰を踏まえると、太陽光発電の余剰電力使用
で2年程度の短縮ができる試算もあります。ソー
ラーパネルは、30年は活躍してくれそうです。

鈴木 亨（すずき とおる）
株式会社鈴木工務店 会長
一級建築士

H O U S I N G
住まい

エネルギーは自分で作って自分で使う

 暮 らし のコラム

　川崎市幸区在住、重い心臓病を患う小学5年
の五十嵐好乃さん。つらい治療に励むも病気の
進行を止めることは難しく、今は補助人工心臓
で命をつないでいる。11月には支援者が立ち上
げた「このちゃんを救う会」が、国内より可能性
の高い米国での移植手術実現を目指し、募金
活動を開始。地域の人々へ協力を呼びかけてい
る。目標金額は５億４千万円。詳細は WEB へ。

「このちゃんに心臓移植を」
少女の友人保護者ら アメリカでの移植実現に向けて募金活動中CONTRIBUTION

このちゃんを救う会
幸区神明町1-14 吉武荘8号室　☎044-223-6412（平日10:00〜15:00） 
M hope.in.konos.hand10@gmail.com　https://suku-kai.trio-japan.jp/hope-to-kono/　
★クレジットカードでの寄付は右記2次元コードより WEB へ

社会貢献 川崎

習字とダンスが大好きだという好乃さん。12月上旬には誕生日を迎え
11歳になった。米国テキサス小児病院での受け入れが決まっている

　緑豊かな早野エリアにある「ハーブカフェらら
ら」が、今年もクリスマスマーケットを開催。クリ
スマス雑貨や、木製カトラリー、ポストカードなど
の手作り雑貨、自家製パン・焼き菓子、麻生区産
の採れたて野菜、花の寄せ植え、苔玉、多肉植物、

「らららハーブティー」各種、「はっぴわーく梨ジ
ャム」など、さまざまな商品が日替わりで並ぶ。当
日の販売内容の詳細はInstagramをチェック！

クリスマス製品や自家製パン・焼き菓子などを販売
「ハーブカフェららら クリスマスマーケット」 開催EVENT

ハーブカフェららら クリスマスマーケット
開催日時：12/15㈭・16㈮・22㈭・23㈮11:00〜16:00 ※各日とも商品が無くなり次第終了、カフェL.O.15:30　
会場：ハーブカフェららら（麻生区下麻生3-32-5、柿生駅北口よりバス「麻生新町」下車徒歩3分）
問合せ：☎044-989-8323　https://www.herbcafe-lalala.com/　Instagram：@herbcafe_lalala

イベント 柿生

　（一財）川崎新都心街づくり財団（中島眞一
理事長）は2020年秋より2年をかけて、麻生
区を対象とした郊外地域社会の実態と課題を
明らかにするための研究調査事業を実施して
きた。麻生区が抱えるテーマを①市街化、②緑
の環境、③芸術文化活動、④消費行動と商業、
⑤子育て、⑥高齢者、⑦ポストコロナの7つに
絞り、区内やその周辺の大学に調査を委託。こ
のほど、その研究報告書が完成し、11月25日
には三瓶清美麻生区長への贈呈式が行われ
た。研究報告書を手にした三瓶区長は、「項目を見ただけでも、まちづくりに役立つ貴重な研究報
告書であることが分かる。数値データも含め、こんなにしっかりまとめられているものは初めて。麻
生区を選ばれるまちにして、若い世代を中心とした転入者を増やしていかなければ。研究成果を大
いに活用していきたい」と話した。この研究成果は、同財団の下記WEBサイトに「郊外社会研究」と
して要約版が掲載されている。同財団は今後、書籍出版やその発表を通じて、研究成果を広く社会
全体および地域の児童に向け発信し、まちづくり・人づくりに役立てていきたいとしている。

まちづくりに活用を　麻生区が抱える7つのテーマに関する研究報告書　
川崎新都心街づくり財団が麻生区に贈呈TOWN PLANNING

一般財団法人 川崎新都心街づくり財団
麻生区万福寺1-2-3 農住アーシスビル9F
☎044-966-6200（代表）　M kncf@kncf.net
http://www.kncf.net/

まちづくり 新百合ヶ丘

研究報告書を三瓶清美麻生区長へ贈呈する、川崎新都心街づくり
財団の中島眞一理事長（中央）と平本一雄統括研究主査（左）

ますます需要が高まる高齢者住宅。自分や親が
快適で安心感のある暮らしができる住まいを探
すためには、早めの情報収集が大切。「ハーフ・
センチュリー・モア」が運営する入居時自立型
介護付有料老人ホーム「サンシティ町田」では、
12月25日㈰まで、希望の日時で予約ができる
介護相談・施設見学会を開催中。参加できな
い人のために資料請求も受け付けている。

老後の住まいの情報収集を始めてみよう
参加無料・要予約 12/25㈰まで「介護相談・施設見学会」開催中E V E N T

サンシティ町田 介護相談・施設見学会
開催日時：12/25㈰迄 ①11:00〜（昼食付） ②13:30〜　会場：サンシティ
町田（町田市小野路町1651-1）  見学申込み・資料請求：サンシティ町田お
客様相談室 ☎0120-66-2523（9:00〜17:00）

イベント 町田

五反田バス停
芝満街道

鎌倉街道

野津田
公園

サンシティ町田
バス停 サンシティ町田

（壱番館）

サンシティ町田（参番館）

12月25日㈰まで「介護相談・施設見学会」開催中

　新百合丘オーパが、よみうりランドに隣接するフラワーパーク「HANA・
BIYORI」の協力のもと開催するクリスマスイベント。華やかな心の癒し空
間「X’masガーデン」で、リンゴ箱で形作られた未完成のクリスマスツリー
に、来店客がコニファーやユーカリの枝を挿し、2mを超えるツリーを完成
させる。イベント期間終了後、使用した植物は「ドライボタニカル」として希
望者に配布予定（12月26日㈪〜28日㈬、各日先着200人）。また、イベン
ト期間中の12月20日㈫〜25日㈰には、柿生発の男女6人コーラスダンス
グループ「AMW」によるクリスマスライブも行われる。詳細はWEBで。

新百合丘オーパ × HANA・BIYORI
「オーパ de ボタニカル X'mas」 12/13㈫〜25㈰ 開催EVENT

オーパ de ボタニカル X'mas
開催期間：12/13㈫〜25㈰10:00〜21:00 ※20㈫〜25㈰「AMW」ライブ開催時間：①11:30〜 ②
13:30〜 ③15:30〜（24㈯のみ）　会場：新百合丘オーパ B1F カレイドプラザ　問合せ：☎044-965-
2121（代表）　https://www.opa-club.com/shinyurigaoka/

イベント 新百合ヶ丘

クリスマスツリー 完成イメージ
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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

日程や詳細は
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！

《お知らせ》2023年1月10日㈫～3月上旬（予定）の期間にて男性浴室の改修工事を実施いたします。期間中、男性浴室
　　　　　 （浴槽、シャワールーム含む）はご利用になれません。詳細はよみうりゴルフ倶楽部WEBサイトをご確認ください。

  渋

滞知
らずの

近場でゴルフ！

大
会

参加ポイントを集めよう！

キャディ募集中！キャディ募集中！
よみうりゴルフ倶楽部・東京よみうりカントリークラブよみうりゴルフ倶楽部・東京よみうりカントリークラブ

名門クラブでプレーしませんか？

新春おみくじカップ

おみくじで運試し！ 大吉はラッキー賞品を贈呈！
新年初打ちはぜひ、よみうりゴルフ倶楽部で！

プレー費／20,900円（参加費・消費税込、昼食代・利用税別途）

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

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

日　　程／1月5日(木)～20日(金)の平日
※写真はイメージです

※写真はイメージです

プレー費／20,900円（参加費・消費税込、昼食代・利用税別途）

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

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

日　　程／2月6日(月)～17日(金)の平日

「つゞらお」お食事券や厳選日本酒・焼酎などをプレゼント！

新百合ヶ丘エルミロード「つゞらお」協賛
冬のつゞらおカップ　

短時間で高収入！ 若い女性も活躍中です！
※詳細は採用WEBサイトへ

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。

［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 
※12/29～1/3、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
※12/31～1/3、第3水曜除く）
■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 ※12/29～1/4、土・
日・祝日除く）
主催 ： 川崎市アートセンター  共催 ： 株式会社
エリアブレイン、株式会社プレルーディオ

チケット取扱い

しんゆりジャズスクエア vol.57
川崎市アートセンターアルテリオ小劇場
川崎市麻生区万福寺6-7-1 ☎044-955-0107
新百合ヶ丘駅 北口徒歩3分

※税込  ※2枚セット券の販売は電話・窓口のみ、当公
演のみ利用可  ※その他割引チケット有

全席指定 一般
チケット3,500円 6,000円2枚

セット券

開場／18：30
開演／19：00

2023
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寒い時期、
音楽を聴いて暖まろう！

お馴染みの の名曲をラテン
ジャズアレンジで！

ドラム

吉岡 大輔

ベース

佐瀬 正

ギター

田辺 充邦
ボーカル

やまもと きょうこ

トランペット

村田 千紘 ピアノ

奥山 勝

コーヒールンバ、アマポーラ、ボラーレ、
ホテルカリフォルニア、スマイル、
Morning (Una mañana)、
I concentrate on you　など

演奏予定曲

クリスマスを
今年のクリスマスは教会で

心穏やかなひとときを過ごしませんか？

教会で

Wishing you a Merry Christmas

【各教会の案内にある数字は日付を表しています】
 1…12/1㈭、⓲…12/18㈰、㉔…12/24㈯、㉕…12/25㈰、㉛…12/31㈯

麻生区百合丘2-11-8
（新百合ヶ丘・百合ヶ丘駅南口
徒歩約10分） 
☎044-966-9593

カトリック百合ヶ丘 教 会

㉔17:00〜・19:30〜「クリスマスイブ ミサ」
㉕9:00〜・11:00〜「クリスマス ミサ」
教会の扉は毎日8:00〜16:00まで開いています。
お祈りにいらしてください。
車での訪問はご遠慮ください。

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

https://yurigaoka.info/

町田市能ヶ谷5-40-30
（柿生駅北口徒歩13分） 
☎03-3482-2070（宣教教会内）
牧師　児玉 武志　P 無
●「柿生キリスト教会」で検索

日本福音キリスト教会連合
柿生キリスト教会

1〜㉛「オンライン・クリスマス礼拝」
㉔19:00〜「クリスマスイブ・キャンドル礼拝」
㉕10:45〜「クリスマス礼拝」
聖書朗読と讃美歌を通して、クリスマスの本当の意味
を味わってみませんか？ 感染防止対策を行い、皆さ
まのご来場・アクセスをお待ちしています。

https://kakioch.com/

麻生区百合丘1-18-8
（百合ヶ丘駅南口徒歩3分） 
☎044-966-5344

日本福音キリスト教会連合
主都福音キリスト教会

⓲9:00〜「中高科クリスマス会」賛美・ゲーム
13:00〜「ユース学生会」クリスマス会
㉔17:30〜「キャンドルサービス」讃美歌・聖書交読
㉕9:00〜・11:00〜「クリスマス礼拝」
9:00〜「教会学校クリスマス会」賛美・ゲーム・クリス
マスのお話・クリスマスマーケット

https://www.shutochurch.com/

多摩区西生田4-9-3
（読売ランド前駅南口徒歩8分） 
☎044-955-2923
牧師　池迫 直人

日本キリスト教団
生田教会

㉔18:00〜19:00「クリスマスイヴ賛美礼拝」
㉕10:30〜「クリスマス礼拝」
イヴ賛美礼拝は今年もYouTubeによる配信を行い
ます。スマートフォンやパソコンよりご視聴いただき、
共にイエスキリストのご生誕を祝いましょう。下記の
2次元コードにてアクセスできます。

http://www.ikuta-ch.com/

麻生区東百合丘2-18-23
（新百合ヶ丘・百合ヶ丘駅から
バス「原店前」下車徒歩10分） 
☎044-272-3106
牧師　蒔田 真

日本バプテスト教会連合
百合ヶ丘バプテスト教会

東百合丘の丘の上に1983年からある教会です。初め
ての人もこの機会にぜひどうぞ！ きらびやかなだけで
はない聖書が伝えるクリスマスの物語を味わってみ
ませんか。 ㉔17:00〜18:00「イブ燭火礼拝」キャン
ドルの灯火の下、讃美歌と聖書朗読で祝うクリスマス   
㉕10:30〜12:00「クリスマス礼拝」

原店前バス停

餅坂バス停

長沢中
長沢小

歯科
教会看板

https://yurigaoka-ch.com/

麻生区百合丘1-12
（百合丘めぐみ幼稚園） 
☎044-966-0052

日本バプテスト連盟
百合丘キリスト教会

㉔①17:00〜17:55 ②19:00〜19:55（配信有）
「クリスマスイブ礼拝」キャンドルの灯りの中、心静
かなひとときを。礼拝開始5分前より「クリスマス絵
物語」を上映。㉕①9:30〜10:25 ②11:00〜11:55

（配信有）「クリスマス礼拝式」イエス様のご降誕を
喜び礼拝を捧げます。ハレルヤコーラスをご一緒に！

P

スーパー三和

第2児童
公園北側

百合ヶ丘駅◀新百合ヶ丘

https://www.yurigaokakyokai.jp/


