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井田中ノ町商栄会の
公式ウェブサイトをご覧ください。

Vo.20

初夏号

私たちが
井田中ノ町商栄会
加盟店です。Vo.1

公園

至 元住吉駅

3回に分けて紹介させていただきます。

長寿保育園

至 東名川崎
／溝口

「井田中ノ町商栄会加盟店」
を

●この青色が、
今号でご紹介する加盟店舗です。

井田神社

井田交番

J.C.

正門

事務局

ライフ

木月西公園

至 川崎市立井田病院

川崎市立井田小学校
県道尻手黒川線
井田消防署

地元で長年続ける
職人技の理容師健在。

「お客様一人一人に心を込めてサービス
する」
をモットーに営業を続け、創業68年に
なります。髪形の流行や趣向も様々です
が、男性の髪のことを知り尽くした店長小
船さんの熟練の技は、長年お客様からの厚
い信頼を得てきました。近年はポイントカー
ド制を導入し、1500円毎にスタンプを押し
20ポイントで1000円還元するサービスも
導入しています。

小船理容室

井田中ノ町26-8
044-766-4061
7：00〜19：30
毎週月曜
第二・第三月曜火曜

これぞ「コンビニ」！
お手頃価格で
豊富な品揃え。

「LAWSON STORE100」は、食品スー
パーの幅広い品揃え、コンビニエンススト
アの利便性と効率的な仕組み、
ワンプライ
スショップの分かりやすさの３業態の利点を
追求した小売業態です。井田中ノ町商店街
の周辺は幅広い年齢層の方がお住まいで
すが、特に単身者やお年寄りも多いので便
利な小分け商品や適量な商品を揃えてお
客様のニーズに応えています。

ローソンストア100
井田中ノ町26-10
044-799-3776
24時間営業
年中無休

http://store100.lawson.co.jp/

地元の電気屋さん。
些細なことでも
相談できます。
創業62年。電球１個の販売から家の新
築、
リフォームまで相談に乗ります。最近は
LED電球はもとより大気中の熱を利用しお
湯を沸かすエコキュート、太陽光発電など
地球環境に配慮したシステム普及にも積極
的に取り組んでいます。いざというときの
備えに、携帯ラジオ、懐中電灯、電池も用意
しています。

井田無線

井田中ノ町25-18
044-766-5931
9：00〜19：30
-

完全水洗いは
独自の技術です。
おすすめは独自に開発した完全水洗いク
リーニング。研究を重ねた特殊な技術で、洗
濯表示に関わらずほとんどの衣類を洗うこ
とが可能です。靴やかばんなどの革製品の
丸ごとクリーニングがおすすめ。会員入会
時に進呈されるエコバックは洗濯物の持込
受け取りにも便利。そのほか大変お得な情
報満載のホームページも必見です。

井田消防署前

至 川崎駅／木月4丁目

手作りのおいしさを
しっかり味わえます。

「信州ちゃたまや」のたまごを使用。おす
すめは「ふわたまロール」
と季節のフルーツ
をふんだんに使った
「フルーツロール」。
まず
はお試しという方のためにカットサイズも用
意しています。もうひとつ、TOCCOといえ
ば「生ジェラート」。一度も凍らせない出来立
ての味を100種類のレパートリーの中から
常時６種類を販売しています。

ＴＯＣＣＯ

電気設備工事の
プロフェッショナル。

井田中ノ町26-10
044-777-2008
9：00〜20：00
木曜日
（1月1〜3日）
http://lovely-cl.co.jp/

みなさんがお住まいのお部屋や、お店・
事務所の壁紙や床材、そしてカーテン、
ブラ
インド、
カーペットや家具など、内装に関す
ることならなんでも請け負っています。創業
45年、お客様のご希望に合うインテリアを
用 意し実 績を積 み 上 げてきました。アフ
ターサービスも心を込めて、さらに信頼を
得られるよう努めています。

インテリアアサオ

井田中ノ町24-11
044-766-1317
9:00〜18：00
火曜日

マスコミが取り上げる、
パティスリーのお菓子。
新商品、定番、季節限定の品などショー
ケースにはたくさんのケーキが並びます。商
店街の地元の老舗お醤油さんとコラボして
製 作した「しょうゆ ほ ん のりさぶ れ - i d a
made-」はテレビやマスコミに取り上げら
れ、川崎市の名産品にも選ばれました。積極
的に商店街イベントにも参加し、
イダナカハ
ロウィンでは大人気のお店の一つです。

「（株）山室電機」は電気工事専門店です。
迅速、丁寧、低料金をモットーに仕事に取り
組む姿勢は創業56年変わらず、長い間お客
様の信頼を得てきました。屋内、屋外配線、
エアコン、照明、防犯、テレビアンテナ、
コン
セントスイッチ等の新設工事や増改築に伴
う電気設備のご相談や工事を行っています。

山室電機
Lovely

井田中ノ町9-3
044-789-9300
10：00〜21：00
日曜・祝日〜20：00
水曜日

リフォームの主役は
壁紙とカーテン。

井田中ノ町8-5
044-766-5969
8:00〜18:00
土曜日・日曜日

DIVIＮ

井田中ノ町26-9
044-767-8775
10：00〜20：00
不定休
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第5回イダナカ小学生交通マナーポスターコンクール作品募集

応募いただいたポスターは、
もれなくイダナカ商店街のお店に展示されます。
自転車 安全５則

１.自転車は、車道が原則、
歩道は例外
２.車道は左側を通行

３.歩道は歩行者優先で、
車道寄りを徐行
４.安全ルールを守る
▲第1回金賞作品

昨年、神奈川県は「自転車交通事故

▲第2回金賞作品

▲第3回金賞作品

テーマ
「自転車の交通安全マナー」
中原区内で起こる交通事故の多く

・飲酒運転／二人乗り／並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止
・安全確認

▲第4回金賞作品

井田中ノ町商栄会では、井田中ノ町

５.子どもはヘルメットを着用

田中ノ町 商 栄 会 掲 示 板 」に展 示し、

多発地域」の第1位が川崎市中原区と

は、自転車が関係しているといわれて

近隣に住んでいる小学生を対象に自

なかまいり」
というスローガンのもと

無視、並進（横並びでの走行）、傘差

ンクールを毎年開催しています。

での交通ルール無視をせず、安全運

らに厳正なる審査の上選ばれた優秀 （＊氏名・学校名・学年が公表されます

発表しました。
「 自転車ものれば車の

自転車の交通事故を防止する運動を
地域総ぐるみで展開し、一人ひとりが
交通安全について考えましょう。

います。二人乗り、一時不停止、信号

し、携帯電話、無灯火、歩行者妨害等
転を心がけましょう。

公 式ウェブサイトとイダナカTimes夏

転車の交通安全マナーのポスターコ

号で発表します。

ぜひ、お子様やお孫様に応募をおす

応募作品は加盟店に展示します。
さ

すめください。

作品には表彰状と副賞が与えられ
「井

のでご了承下さい）

応募要項
【募集内容】課題：自転車の交通安全マナー

【展示期間】平成29年7月1日
（土）
〜8月中旬頃まで

言葉（スローガン等）
を必ず使用してください。
（例：自転車は車と同じ左側通行）
絵の具、
クレパス、
パソコンの使用は自由ですが、信号機、交通標識、交通表示は正しく書
いてください。

【展示場所】加盟店店頭（65店舗）

作品が多数の場合は2回に分けて展示します。
ご了承ください。
受賞作品は井田中ノ町商栄会事務局掲示板に掲示されます。

【応募締切】平成29年5月31日
（水）

【審査委員】井田小学校校長、井田中ノ町商栄会会長、他

【応募資格】井田小学校、住吉小学校、下小田中小学校、子母口小学校、東住吉小学校、木

「井田中ノ町商栄会事務局」
（月・水・金10：30〜16：30業務）

【作品サイズ】
画用紙サイズ（271×382ミリ）
に限ります。

月小学校、今井小学校、下田小学校、
日吉台小学校、
および井田近隣に在住の小学生

【応募方法】井田中ノ町商栄会加盟店舗に置いてある
（一部の小学校でも配布）応募用紙

にご記入の上、作品の裏面に張り付け、最寄の加盟店または、下記事務局までお持ちいた

【連絡先】中原区井田中ノ町33-7／井田小正門前交差点側
【主催】井田中ノ町商栄会

【その他】作品は返却いたしません。

高熱でラミネート加工をして展示します。

だくか、折り曲がらないようにしてご郵送下さい。
（締切日消印有効）

クレヨン等絵の具によっては変色する場合があります。

井田中ノ町商栄会事務局 交通マナーポスター係宛

ご了承ください。

【送り先】〒211-0034 川崎市中原区井田中ノ町33-7

又、文字の間違い等で、書き直しをしていただくこともあります。

【入賞発表】
「イダナカTimes夏号（7月中旬発行）」紙上

応 募 用 紙は加 盟 店に置 いてあります。

ならびに井田中ノ町商栄会公式ウェブサイト上

【表彰】金賞 1名（副賞5,000円図書カード）／ 銀賞 2名（副賞3,000円図書カード）／
銅賞 4名（副賞1,000円図書カード）／佳作 10名（副賞500円図書カード）

井田中ノ町商栄会公式ウェブサイトで
昨年の入賞作品をご覧になれます。

私たちも井田中ノ町商栄会加盟店です。
不動産紹介はもちろん
相続も相談できる。
「不動産をご紹介して、
ご契約いただいた
お客様もまた、私たちの隣人になる、わたし
たちの街の仲間になる」そんな思いで仕事
に取り組んでいます。川崎市中原区専門、中
原区に住みたい人々を応援する会社。
ご契
約のみなさんがこの街に根を下ろすお手伝
いを致します。お住まいをお探しの方は、ぜ
ひお気軽にご相談下さい。

ステップハウス
井田中ノ町8-4
044-751-1118
9：30〜20：00
水曜日
http://www.step-h.net/

交通マナー
ポスターコンクールに
地域交流の拠点。
レンタルスペース・カフェ。 応募する君たちに
とっておきの
アドバイス！
！
入賞者の特徴は、
ポスターを
楽しんで描いていることです。
これが一番大切なポイント。

普段はレンタルスペースとしてカフェ空
間を時間貸ししています。また、イダカフェ
として、毎週水曜日「井田病院医師の暮らし
の保健室」
（予約制）、毎週金曜日の17時か
らふらっと立ち寄れる
「ジャズカフェ」は、抜
群の音響環境でジャズレコードを堪能でき、
お酒やおつまみも楽しめます。5月中旬から
毎週木曜日、ママとキッズのためのワーク
ショップカフェ
「クノップ」
がOPEN。
幼稚園や
学校の帰宅迄の時間を活用してください。
(予約制workshopknopf@gmail.com)

イダカフェ

井田中ノ町33-9
044-799-7127
9：00〜
無休
（正月休みを除く）
http://ida-cafe.com/

「色をすみずみまでしっかりぬりこむ」
えんぴつだけの

白っぽい作品をよく見かけます。
これでは目立たないし
内容がよく伝わりません。

「文字がはっきり読めるように」

ことばはだいじ。読みやすくはっきり
大きく書きましょう。

さあ、頑張ってチャレンジしよう！

井田発祥の
「乙女文楽」。
今年も公演決定！！
伝 統 文 化を絶やしたくないと、今 年も
ゴールデンウイークの5月3日、4日の2日
間にわたり、
ひとみ座第1スタジオで公演を
行います。各日11：00と15：00の2回公演
となります。
前売り券、お問い合わせは、主催の「現代
人形劇センター」電話044-777-2228ま
で。
「 チケットぴあ」でも前売り券が購入で
きます。

▲写真：古屋

均
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第4 回

イダ ナ カ

はしご酒
Pub-crawl in IDANAKA

日

。
きません
利用で
ードはご
無いカ
舗印の

発行店
※右の

※詳しくはスタンプラリー参加店のポスターをご覧下さい。
※飲酒後の車や自転車の運転は絶対におやめください。

イダナカはしご酒・スタンプラリー「井田中ノ町商栄会・参加店舗」

文

川崎市立
井田小学校

気兼ねなくのんびり。
地元に愛されるお店です。

この味！沖縄の風を感じて、
つい口ずさみます。民謡「花」。

自動販売機が並ぶお店の入口を入る
と、懐かしいスナックのイメージが甦りま
す。たいへん気さくで、我が家の応接間
にお客様が集まっている様な、そんなな
ごやかな感じがします。ママさんは調理
人を兼ねて、明るくてきぱきとした立ち
振る舞い。ぜひ覗いてみてください。

沖縄出身のお客様はもとより、それ以
外の方の口にも合うように味付けを工夫
した沖縄料理の数々。
ドリンクメニューに
はお馴染みの泡盛の沖縄フルーツカク
テルなど一風変わった飲み方をするも
のも。他にもオリオン生ビール、沖縄そ
ばを使ったソーキそばや海ぶどうなど、
沖縄ならではの食材をふんだんに使っ
たお食事メニューも豊富です。

コーヒー富士
井田中ノ町25-4
044-766-4140
たばこ 10：00〜
スナック 12:00〜
水曜日

まずはカウンターに腰掛け、
泡盛と焼き鳥で乾杯。

料理人らしい大将の
基本の和食が嬉しい。

オープンして14年。炭火で焼いたやき
とりは風味も味わいも格別、
なかでも
「と
りチーズ」
と
「ささみチーズ」は店長のイ
チ押しです。店内で目にするのは、沖縄
焼酎泡盛の瓶。マスターが沖縄宮古島
出身ということで、店内は沖縄テイスト
があちこちに。お客様は沖縄の方も多く
ゴーヤチャンプルーなど故郷の味もメ
ニューに取り入れています。

昭和58年創業の「食事処よしのや」は
井田中ノ町で唯一和定食が食べられる
お店です。からっと揚がった天ぷら、脂の
のった鯖の塩焼き、
ふっくら焼いた厚切り
の鮭、絶妙な味付けの肉豆腐はボリュー
ムたっぷり。ほかにもとんかつ定食や生
姜焼き定食。お酒のおつまみはマスター
の厳選メニュー。その日にしか味わえな
い旬の肴に会えるかもしれませんね。

やきとりサキヤ
井田中ノ町8-2
044-797-2061
18：00〜24：00
月曜日

さつまや

龍妃（りゅうひめ）
井田中ノ町25-5,2F
044-797-5006
平日 17:00〜24:00
土・日 13:00〜23：00
木曜日

よしのや

井田中ノ町5-5
044-751-8643
昼11：30〜13：30
夕18：00〜21：30
月曜日

商店街の女将さんと言えば
さつまやが代表格です。

店長の人柄が大人気。
自家焙煎コーヒーは絶品。
注文ごとに焙煎して出すというこだわ
りの珈琲豆は店内に約７０種類ほど。一
番 人 気 はズ バリ！
！フォレストブレンド
（100ｇ390円）。何度も何度もブレンド
を変え、たどり着いた究極の逸品です。
珈琲豆の販売だけには留まらない、店長
今宮さんの好奇心は、
どんどん増えるラ
ンチメニューにも現れています。

石澤酒店

日〜

河内屋酒店

月1

フォレスト
コーヒー

：2
期間

KA

年5
017

よしのや

実施

IDA NA
awl in

コーヒー富士
龍妃

Pub -cr

カ

やきとり

カ 〜ド

〜
ぶらり
はしご酒 31
イダ ナ

スタンプカード「ぶらり〜カ〜ド」は、
下記の参加店舗でお受け取りください。

〒 井田郵便局

第4回

1

サキヤ

間

1日〜 3

井田 交 番

実施期

7年 5月
：2 0 1

4軒まわってスタンプもらえば
500円OFFの割引券に！
！
さらに、
8軒中7軒まわれば1万円相当の
Aランク牛肉が当たる抽選券に！
日

フォレストコーヒー
井田中ノ町33-1
044-754-1156
日・月・火 10：00〜20：00
木・金・土 10：00〜21：00
水 気まぐれ12：00〜17：00

お皿からあふれるくらいに盛られた野
菜たっぷりの料理、本場の「皿うどん」が
看板メニュー。女将さんの気さくな人柄
と料理の味はお客様の心をしっかりつか
み、気が付けば開業から50年営業を続
けて来ました。親子二代に渡って通うお
客さんもいるほど。開業以来の変わらな
い笑顔でお客様を迎えます。

目が会えば声をかけてくれる。
この親近感、忘れていませんか。

蔵元のこだわりを伝える
イダナカ自慢の酒屋さん。

「雨降りそうだね」
「車気をつけてね」
と
店の前を通る人に気さくに声をかけてく
れる店主。大型ディスカウント店が増え
る中、心のこもった対面サービスを心が
けています。今でも御用聞きを続け、電
話１本でお馴染みさんのお宅に商品を
届けます。心の通う商店街に人懐っこい
笑顔は欠かせません。

有名無名を問わずお蔵元より直送さ
れた全国各地の厳選した「地酒」
「 焼酎」
を大切に扱っています。
１本１本の酒のラ
ベルの内側にひそんだ蔵元のこだわり
や感性、汗までも伝えられるよう努力し
情熱を込めています。お店は
「お酒」
を愛
する人ならではのたたずまい、ずらり並
んだ日本各所の名酒をぜひ堪能してみ
てください。

河内屋酒店
井田中ノ町2-8
044-766-2054
10：00〜21：30
不定休

さつまや

井田中ノ町34-12
044-777-5631
17：00〜24：00
日曜日

石澤酒店

木月3-10-17
044-411-7293
9：30〜20：30
第1、
2火曜日

http://www2.odn.ne.jp/˜had02820/
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2016年12月末に締め切られた一般応募作品の中から
厳選の上イダナカの「マスコットキャラクター」
が決まりました。

私の名前を考えてください。
キャラクターは井田中ノ町の「井」
「 田」
「中」で作りました。

はしご酒スタンプラリー実施店
割引券が利用出来る店舗には
ポスターが貼ってあります。

４つの方法で応募できます。①次号（７月中旬

●グランドメゾン元住吉
マンションギャラリー

発行予定）
のイダナカTimes夏号に記載され

顔：井

ているキャラクター命名応募券にご記入の
キディ元住吉・川崎

②郵便はがきにて③井田中ノ町商栄会事務

井田中ノ町
南公園

上、
７月末開催の「イダナカ夕市」会場にて。
局ポストへ直接投函④井田中ノ町商栄会公
式ウェブサイトにて
お腹：田

しっぽ：中

詳しい募集内容は次号（７月中旬発行予定）
のイダナカTimes夏号をご確認ください。

2017年3月に「イダナカ・アカデミー」
が開催されました。
来年も開催予定です、楽しく学べる講座です、ぜひご参加ください。

イダナカ・アカデミーが好評でした。

Lulu 〜dog trimming〜 ●

てごらん」
と講師のアドバイスを受け、慣れ
ないピンセットやキズミ
（ルーペ）を使い、
目覚まし時計を分解しました。壊れたり汚れ

▲Lulu〜dog trimming〜の
「ポーセラーツでオリジナルカップを作ろう」
講座

たりした部品も修理清掃すればまだまだ使
えます。今回の講座は機械の仕組みの面白
さと、ものを大事にすることを学ぶ場にも
▲波照間の「編みこみ講座」

今年は、Hair-Room波照間「お子様のた
めのかわいい編みこみ講座」
からスタート。
店長が、
「くるりんぱ」
「 逆リンパ」など面
白フレーズを挟みながらヘアマネキンでお
手本披露、受講者の皆さんは写真や動画撮

なりました。
Lulu〜dog trimming〜の「ポーセラー
ツでオリジナルカップを作ろう」講座を受講
の皆さんは、愛犬用のフードボウルやご自
分用の銘々皿を製作しました。豊富な転写
紙の中から柄を選び貼り付け作業。素敵な

た講座となりました。焼き付けは店長にお
まかせし仕上がりは数日後。完成作品は後
日井田中ノ町商栄会公式ウェブサイトで写
真掲載させて頂くことになりました。
陶芸教室の参加者は３名、
２日に渡っての
講習でした。講師指導の下カップや小鉢、
お
皿等各３〜５点の作品を製作。思うような形

影をしながら確認。引き続き受講者がお子

にならなかったり、均等な厚さにならなかっ

様の髪やヘアマネキンで色々なパターン

たりと、苦戦しながらも、最後は世界にたっ

を実践。いつもと一味違う編みこみが仕上

プリベンタス
元住吉支店
住吉商工

た一つの作品が完成。
この後、素焼き、釉か

がった頃、モデルのお嬢さん達もそわそわ

け、本焼きなどの工程を講師にお願いし、

し始め終了の時間を迎えました。

完成は５月中頃。イダナカ陶芸教室の工程

３月１９日、
イダカフェは「シネジャズ」。映

は陶芸の過程のほんの一部分との、奥深さ

画音楽とジャズについての講座。テーマ曲

がほんの少し垣間見えた体験教室でした。

演奏者のプロフィール等、
レジメで進行。参
加者は20から70代の幅広い世代で大盛

作品に仕上げたいと夢中で製作、講習予定
を２時間近くオーバーするほど、熱のこもっ

▲イダカフェの「シネジャズ」講座

況。専門的な質問は、地元の音楽友の会
（音友会）のスタッフから解説していただ
き、
ジャズの奥深い知識が増えたと大変喜

井田中ノ町商栄会の
公式ウェブサイトをご覧ください。

ばれました。
「目覚まし時計を解体しちゃおう。キッズ
サイエンス教室」の参加者は新６年生と５年
生。機械や細かい作業が好きだと話す二人
は「想像力を働かせながら部品を取り出し
▲つだとけいてんの「時計解体」講座

▲菅原の「陶芸教室」講座

私たちも井田中ノ町商栄会加盟店です。
柳下クリーニング店
井田中ノ町24-25
044-766-2490
-

まいばすけっと井田中ノ町店
井田中ノ町25-5
044-741-1180
8:00〜24:00
年中無休

プリベンタス元住吉支店住吉商工
井田中ノ町25-3
044-766-1835
9：00〜17：00
土・日・祝日
http://hoken-sumiyoshishoko.com/

いまにし歯科医院
井田中ノ町8-8
044-777-8241
診療 9：30〜12：30
14：30〜18：30
休診 木、
日曜日、
祝日
http://www.imanishi-dc.com/

（有）住吉建材店
井田中ノ町25-2
044-766-2492
7：00〜18：00
日曜日、
祝日

井田郵便局
井田中ノ町25-1
044-766-9724
郵便窓口 平日9:00〜17:00
貯金・保健窓口 9:00〜16:00
土・日・祝日
（ATMは除く）

