
　東京下町で30年以上も愛されてきた老舗
のお寿司屋「笹舟」が展開する全国展開のお
持ち帰り「海鮮丼」専門店です。500円均一、
70種類以上の豊富なメニュー。「うまい、ボ
リュームたっぷり、安い」をモットーにお客様
に心の充足をお届けします。
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私たちが
井田中ノ町商栄会
加盟店です。Vo.3

井田中ノ町商栄会の
公式ウェブサイトをご覧ください。

　税理士の仕事は色々ありますが会計や税
金の申告業務だけでなく、お客様に現在の
経営状況を理解していただき、ともに解決策
を考えるという、身近なサポート役をしていま
す。出来るだけ分かりやすい言葉を使い、お
気軽にご相談していただける事務所を心が
けています。

井田中ノ町2-5
044-872-7567
平日10:00～20:00
土・日・祝10：00～18：00
（予約優先）
火曜日

木月3-10-20
044-863-6554
10：00～19：00
月・火曜日

http://www.ripple-motosumi.jp/

　小さなお子さんからお年寄りまで安心し
てたべられるパンを、無添加の厳選した材料
で、心を込めて作ります。ウッドデッキには
テーブル＆チェアをご用意していますので、
購入したパンをいただけます。店内では、奥
様手作りのフェルト製のバッグや小物なども
販売しています。

　「元住吉の地で心身ともに健康なひとをひ
とりでも増やしたい」そんな思いでこの治療
院を始めました。腰痛や肩こり、頭痛など、そ
の場しのぎではなく今後もうまく付き合って
いける、自分で自分の症状をコントロールで
きるような施術、説明、指導を心がけていま
す。

地元で身近な
経営のサポート役。

うまい、ボリュームは
たっぷり、そして安い。

秘伝の生地に
こだわりの
オリジナルソース。

症状をコントロール
できるような施術。

無添加の
厳選した材料で、
心を込めて作ります。

　名前の由来はあほみたいにおいしいか
ら。おいしさの秘密は「秘伝の生地」「オリジ
ナルソース」「こだわりの焼き器」「お客様と
のふれあい」の４つ。定番たこ焼きのほか「ぺ
ちゃ焼き」（商標登録済）など他店にない人
気メニューもあります。おやつや食事、ご家
族やお友達のお土産に喜ばれています。

井田消防署前
井田消防署

県道尻手黒川線

井田交番

井田神社

長寿保育園

川崎市立井田小学校

正門

木月西公園
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至 川崎市立井田病院

井田中ノ町2-1
０４４－９８２－９５１４
11：00～21：00
火曜日

　室内は、床から壁に至るまでを明るい木目
調で統一し、子供たちが手にするおもちゃも、
ぬくもりを感じられる木製のものをあえて選
んでいます。スタッフ全員がお預かりしたお
子さん達全ての顔と保護者の顔を認識し、
アットホームな環境を心がけ、保護者の方々
が安心してお子さんを預けていただける園を
目指します。

安心して
お子さんを預けて
いただける園。

●この青色が、今号でご紹介する加盟店舗です。

事務局

「井田中ノ町商栄会加盟店」を
3回に分けて
紹介させていただきます。

Vo.22
秋号

井田中ノ町４-１
0120-79-5523
２４時間
年中無休

　大型ドラム式洗濯機と乾燥機をそろえて
おり、ご家庭ではできない布団の丸洗いが
可能です。大型乾燥機を使えば洗濯物がフ
ンワリ仕上がるのはもちろん、 ダニの死骸
なども吹き飛ばされるのでとても衛生的で
す。

洗濯物が
フンワリ仕上がります。

http://www.ahoya.net/index.html

井田中ノ町2-1
044-797-0900
開所日：月～土曜日 
（日曜、祝日、年末年始は
お休みです。）
 開園時間：7：00～18：00
（18時以降は延長保育）

http://motosumicoin.on.omisenomikata.jp/
井田中ノ町3-3
０４４-９４８-４５３６
１１：００～２３：００
不定休

井田中ノ町3-1
044-753-1313
9:00～17：00
日・祝日
（営業時間外対応可）

http://amanoya-donmaru.on.omisenomikata.jp/

http://www.shinkoufukushikai.com/
hoiku/hoiku_ninka/1024/

元住吉整体院

　漢方薬の基本は体質改善です。漢方薬は
自然界に存在する草や根、木の皮や果実、種
子を乾燥させたものからできていて、温めて
寒気をとったり、身体を冷ましてほてりをとっ
たりする働きがあります。このような生薬を組
み合わせて体質改善を行っています。

http://k-senjudo.com/

生薬を組み合わせて
しっかり体質改善。

井田中ノ町2-1
044-798-0034
10:00～19：00
日曜日・祝日

薬千寿堂

あまの屋
丼丸
元住吉店

キディ・元住吉

町田勇税理士事務所

コインランドリー
マンマチャオ

たこ焼き
あほや
元住吉店

Ripple
井田中ノ町3-3
044-752-4747
9：00～23：00

ほっともっと
http://www.hottomotto.com/

＊完売次第、閉店する
  場合もございます。

http://www.motosumiyoshi-seitai.com/



　より親近感のあるＪＡであり、いっそう信頼
されるＪＡであるために、地域の皆さまが望む
「開かれた対応」に対しては、「フレンドリー」
な姿勢で応えてます。「積極的な情報提供」
は、金融・共済、資産管理から旅行レジャー、
冠婚葬祭まで、暮らしをトータル的にカバー
し、頼りになるアドバイザーとしての「プロ
フェッショナル」な技能と、適切なサービスを
迅速に提供しています。

木月3-10-20
044-433-7079

　フランチャイズで全国展開しているヘアー
カット専門の店です。料金は一律1,000円。
内装外観ともに明るい雰囲気にし、すっきり
した店内でお客様をお迎えします。丁寧な対
応、高い技術力で、短時間で身だしなみを整
えたいというお客様のご要望にも応えます。
車イスの方も、安心してご利用いただけま
す。

木月3-10-14
044-948-800
9：30～17：00
日曜日 

丁寧な対応、
高い技術力で、
料金は一律1,000円。

平日、タイムサービスは
さらにお得なシステム。

木月3-10-14
044-411-1196
9:30～19:30
年中無休（年末年始除く）

美肌モード仕上がりの
証明写真を撮影します。

　土や肥料から切花までご用意しています。
このほか、生花のみずみずしさと色彩を長期
間楽しめる人気のプリザーブドフラワーのア
レンジメントも取り揃え、贈り物に喜ばれてい
ます。花器や鉢も多種多様、今日からガーデ
ニングやアレンジメントをはじめようと思い
立ってもすぐにスタートできます。

木月3-10-1
044-433-3205
9：30～19：30
水・日10:00～19：30
年始のみ

草木や花に囲まれた
暮らしをサポート。

　お客様に嬉しい価格設定。特に平日昼間
の時間帯はカットやハーブカラーが通常より
さらにお得になっています。
　平日のタイムサービス（月曜日～金曜日）
9：30～13：00 ハーブカラー 1980円
13：00～15：00 カット 690円
通常料金／ハーブパーマ ￥3300（シャン
プー、カット、ブロー込み）／丸刈 ¥490／前
髪カット ￥390

　写真をプリントしたい、でも機械の使い方
が分からない…。そんな悩みも解決、スタッ
フさんが親切丁寧に相談に乗ります。就職活
動や受験用に美肌モード仕上がりの証明写
真セットは撮影から行います。お天気に左右
されることなく自宅にいながらプリント注文
もでき、お買い物のついでにいつでも引き取
り可能です。
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井田中ノ町2-4
044-766-5224
窓口9：00～15：00  
土曜・日曜・祝日（ATM除く）

イダナカ

秋祭り
今年も担ぎ手、
大募集！！

カットファクトリー ヘアスタジオイワサキ
元住吉店

フォトプラザクリエイト
グリーンハウス

井田中ノ町33-3
044-789-8963
10：30～19：30 
水曜日

井田中ノ町35-5
044-798-2203
24時間営業
年中無休

http://www.seocycle.co.jp/
セオサイクル

井田中ノ町33-1
044-766-0597
9：30～18：00  
水曜日

(有)丸美商事

　昭和29年開業、街では老舗の薬屋さんで
す。当初はドラックストアーとして化粧品や日
用品も扱っていましたが、現在は調剤薬局が
主な業務、医師の処方箋を基に薬剤を調合
して患者さんにお渡ししています。

井田中ノ町33-6
044-766-2264
月～金9：00～19：00
水　9：00～17：00
土　9：00～15：00 
日曜日・祝日

地元で60年以上、
愛され続ける
クスリ屋さん。

地元唯一の
「お米マイスター」。
お好みで精米もします。

井田中ノ町33-2
044-766-6022
10：00～19：00
毎週木曜日、第三水曜日

井田中ノ町33-19 
044-766-0618
1：00～16：00
毎週月曜
第二・第三火曜

井田中ノ町33-4
044-766-2354
9：00～20：00
日曜日

　宅配牛乳はスーパーやコンビニエンススト
アには置いていない宅配販売だけのオリジ
ナル商品、ご購入できるのは個別宅配だけで
す。最近ではお客様の食に対する健康志向
の高まりにもあわせ、野菜ジュースや黒酢ドリ
ンクも扱っています。体にいいもの、新鮮なも
の、地球環境にも優しいリユースできるビン
牛乳、毎日飲む習慣が健康な体を作ります。 

新鮮な牛乳とヨーグルト、
野菜ジュースも宅配。

　川崎市中原区で唯一「お米マイスター」の
資格を持っています。山形県の農家に直接
足を運び選んだお米を玄米で直送、お店で
自家精米します。精米機ではお客様のご希
望にあわせた分搗きや玄米販売もできます。
その他、化学肥料をできるだけ使っていない
特別栽培米なども扱っています。店頭で買っ
たお米もご自宅までお届けします。

　昭和35年6月10日、時の記念日に「つだ
とけいてん」はオープンしました。修理を依頼
されたお客様に期待通りの仕事をしてお返
しする。信頼と実績を積み重ね先代から引き
継いだ店は今年創業57年になります。真心
込めた仕事を認めていただいたうえで、宝飾
品という高価なものに繋がっていくという基
本姿勢の大切さを忘れません。

お手持ちの大切な
時計の分解掃除は
お任せ下さい。

秋山薬局

はやしや米店 つだとけいてん

鈴木牛乳合同会社

井田中ノ町35-5
044-751-8177
平日・土：
午前10：00～13：00
午後14：30～19：00
土のみ午後～17：00  
木・日・祝日

中ノ町歯科

セブンイレブン元住吉店
http://www.sej.co.jp/

地域の皆さまが望む
開かれたフレンドリーな
対応を心掛けています。

JAセレサ川崎 住吉支店

http://www.jaceresa.or.jp/

10月7日（土）、8日（日）10月7日（土）、8日（日）

http://photomotosumi.com/
http://www.k-greenhouse.com/

http://jeweltsuda.la.coocan.jp/

石戸正巳税理士事務所

木月3-10-16
平日10：00～20：00
土日祝9：30～19：30 
不定休（月に１回程度）
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2017年10月29日（日）
3地区商店街合同（イダナカ／ブレーメン通り／オズ通り）

モトスミハロウィン
3地区商店街合同（イダナカ／ブレーメン通り／オズ通り）

モトスミハロウィン
3地区商店街合同（イダナカ／ブレーメン通り／オズ通り）

モトスミハロウィン

13：00～16：00
出店希望者大募集！！

ストリートミュージシャン大募集！！
ハロウィンや秋空フリマを盛上げていただけませんか？！ プロ・アマ問わず。イダナカハロウィン開催時に

ストリートライブをしていただける方を募集しています。
ギャラはありません。ただし「投げ銭」は自由。ご希望の方は
info@ontomo.jpにて、お問合せ・お申し込みを。 
応募締め切り：2017年10月15日（日）
協力：音楽好きな友の会「Mマガジン」

イダナカ・ハロウィン参加加盟店
★ＴＯＣＣＯ
★DIVIＮ

★ステップハウス
★Hair-Room波照間
★フォレストコーヒー

 ★ローソンストア100川崎元住吉店
★ルル～ドッグトリミング～

（9月12日現在）

13：00～16：0013：00～16：00
＊お菓子を配る時間は13時からです。

公式ウェブサイト
idanaka.com

1店区画：2m×2m／出店料500円／最大30区画（予定）
出店ご希望者は、イダナカ公式ウェブサイトから

または、井田中ノ町商栄会事務局にて受け付けます。
イダナカ秋空フリマの注意事項をご理解の上

お申し込みください。
応募締め切り：2017年10月15日（日）厳守
ご希望者が多い場合は抽選となりますのでご了承ください。
＊プロの方はご遠慮ください＊食品は販売できません。

＊事務局は、土曜、日曜、祝日はお休みです。

（小雨決行）

【お願い】お菓子の配布は、
当日おならびのお子様に
限らせていただきます。

2017イダナカ秋キャン
川崎フロンターレ ホームゲーム観戦チケットプレゼント

9月30日（土）または10月1日（日） VS セレッソ大阪
10月14日（土）VS ベガルタ仙台
11月18日（土）VS ガンバ大阪
12月2日（土）VS 大宮アルディージャ

等々力陸上競技場
各試合１組２名様

「イダナカ秋空フリマ」は、井田中ノ町商店街で開催します。

　●応募方法　
メールでお申し込みの場合：（ウェブ
サイトidanaka.com参照）
ハガキでお申し込み場合：①観戦希
望日　第一希望　第二希望　
②お名前と当選された場合の応募
ネーム（ウェブ上にお住まいの地域、
応募ネームを掲載します）③ご住所
④お電話番号をご記入の上郵送また

は事務局ポストに直接投函して
下さい。
●宛先
〒211-0034
川崎市中原区井田中ノ町33-7
井田中ノ町商栄会事務局
フロンターレサッカーチケットプレゼント係 宛
●締切　2017年9月26日（火）必着
●発表　ウェブ上にて

＊開催に関しては諸般の事情
により実施できない場合もあり
ます。
＊詳細は、10月初旬に発表の
公式ウェブサイト並びに事務局
前掲示板でお知らせします。 

井田中ノ町商店街（一部除く）が車両通行止めになります。
10月29日（日）12：30～16：30
＊車両通行止め又は時間帯等変更になる場合もございます。ご了承ください。



井田中ノ町商栄会の
公式ウェブサイトをご覧ください。
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●グランドメゾン元住吉
マンションギャラリー

Lulu ～dog trimming～ ●
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顔：井

お腹：田
しっぽ：中
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新加盟店

ハロウィン参加店

オールA塾

イダナカ・キャラクター
3っの名前に絞られました。

10月29日（日）のイダナカハロウィンで
命名の投票に参加ください！
お菓子をプレゼント！！

　イダナカ商店街を井田交番の先、尻手黒
川通りに向かうと、「オールA塾」の看板が目
を引きます。塾長の大谷俊さんは地元出身、
現在もお住まいです。最初はスペースの広
さと周辺環境の良さで開講場所を選びまし
た。そして商店街の方々の温かさに触れ、今
では本当にここに決めてよかったと思って
いるそうです。
　数名の生徒さんが講師の先生に教えても
らいながら机やパソコンに向かっていました。 
　「保護者の方からのご依頼で、夏休み中
は、朝から宿題や補習などしているのです
が、実はこれからみんなでお昼も食べに行く
んですよ」 と教えてくれました。
　一般の個別指導塾でひとりひとり成績を
上げ、学力を高めることは当たり前のことで
す。でも『オールA塾』は勉強が苦手な子、勉
強が嫌いな子が「勉強が楽しくなる」工夫を
凝らしています。レゴやカードを使った「アク
ティブラーニング」と呼ばれる学習法を取り
入れ、最近では商店街のお店でインタ
ビューをし、結果を発表しました。自ら考え、
行動しながら学ぶことの実践です。
　不登校やADHD、母子家庭など様々な事
情を抱えているお子様にも専門家が寄り

　今年も浴衣姿のこどもたちやご家族連れ
で大賑わいだったイダナカ「夕市」。商店街
主催の恒例カブトムシ無料プレゼントには
開始時刻の夕方５時にはすでに長い列がで
き、かご付きで手渡されたカブトムシを大切
に持ち歩く姿があちこちで見かけられまし
た。JAセレサ川崎前では、イダナカタイムス
の無料交換券とポップコーンの引き換え。おと
なもこどもも嬉しそうにほおばっていました。
　今年はポップコーンの引き換え券裏面で
井田中ノ町商店街のキャラクターの命名募
集をし、親しみのある名前やユニークな名前
がたくさん寄せられました。名前の最終決定
は10月のハロウィンイベント来場者による

投票によって決まります。
このほか、商店街加盟店

店頭の有料スーパーボールすくいや限定
ショップも大盛況。日中は30度を超える気
温でしたが、夕方からは心地よい風も吹き、
近隣の公園や神社で催される盆踊り大会前
のプチイベントとなりました。

A.イダっち
B.イダっぽ
C.イダルン

　昨年春から続く井田中ノ町商店街の
「キャラクター」募集。今年初めにキャラク
ターが決定。イダナカ「夕市」で名前の募集
を行いたくさんの案が寄せられました。商店
街活性化委員会で検討した結果下記３つの
名前が最終案に残りました。

　最終決定は、イダナカハロウィン会場で
来場者による投票を行い、最多票数を得た
名前となります。投票をしていただいた方に
は、今年はおとなもこどももハロウィンお菓
子を差し上げます（数に限りがあります）。

親しみやすい、おとぼけキャラ。輪投げが得意。

しっぽが可愛い、やんちゃな子

イダナカで買い物をすると「るんるん」になる。

梅雨明けのイダナカ「夕市」今年も大盛況でした！
イダナカ商栄会事務所の掲示板に
今年のスナップが展示されてます！

Photo:k.murayama Photo:k.murayama

投票し
て！！

添って、学習面以外の事も一緒に考え最善
の結果が出せるよう最大限の努力をします。 
　『あなたの“A”を見つけます』 
　塾ホームページの最初に書かれている一
文です。
どんなお子様にもきっとある“A”、『オールA
塾』で探してみてはいかがですか？

詳しい情報は「オールA塾」の
ウエブサイトでご確認ください
http://all-a-zyuku.com

井田中ノ町21-9,1F
TEL 044-982-9173
受付時間：14：00～22：00

塾長の大谷俊さん
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あなたの“A”を見つけます。
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