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2016年度4月入学

３歳～６歳のクラスでは
｢モンテッソーリ教育｣
を導入しています

世界で通用するコミュニケーション力を育み
子どもの発達を最大限に引き出す国際幼稚園

生徒募集
1歳児～

●茅ヶ崎市共恵1-6-20ベルジュール･ワキ2階●http://www.littlestarfish-preschool.com/

2016年4月～学童保育
スタート小学生募集中リトル･スターフィッシュ

インターナショナル･プレイ･スクール

問合（14:30～ 17:00）
0467-58-1875
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着物･茶道具･骨董

桜花園
★藤沢市辻堂元町1-1-25★P2台有(要確認)

　営業:水曜、金曜、毎月25日～翌月5日の期間(日曜は休み)

　　　  10時～18時 ※お急ぎの方は、営業日以外でもお電話にて応相談

↓海
八
松
小

花屋

〒〒
第一イン

オリジン　　→
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(一部対象外有)

～12/5(土)まで

着物･茶道具･古道具リサイクル

３０％～　９０％ＯＦＦ!!３０％～　９０％ＯＦＦ!!

10時～18時 (日曜休業)

リニューアルによる桜花園

一斉処分市開催中！

〒２５３－００４４茅ヶ崎市新栄町1-14
湘南新聞販売㈱
｢ベルマーク運動係｣宛まで
　　 または　　　してください。
ＪＲ茅ヶ崎駅北口徒歩２分

ベルマーク運動にご協力ください

持参郵送

ベ マ－クは 点 円ル 1 1

　毎年ご好評の干支シリーズ。2016年の干
支｢申｣は本来｢しん｣と読み、｢のびる｣｢もうす｣
という意味があります。中国では、かつて十
二支が農業用語として使われており、｢申｣
は、｢草木が十分に伸び、実が成熟する時期｣
とされていました。また、病や厄が“去る”縁
起物として解釈される風習もあります。
　こちらの作品はすべて国内工房で熟練のガラ
ス職人により一つひとつ手作りされた、唯一
無二の逸品です。新たな年が伸びやかな一年
となりますよう心を込めてお届けいたします。輸入元㈲グラスギャラリーモリヤマ

サローネ･ディ･ヴェトロ

℡0467-86-0954

販売価格 8,500円～40,000円（税別）

伸びやかで、健やかな 1年に
来年の干支は｢申｣ 展示即売会  12/1～12/30

9時半～17時（入館16時半迄）  会期中展示替有
会期中無休　☎0460-84-2111ポーラ美術館

ポーラ美術館▼10.3　 3.13土 日

20162015

▲(左)ジャン＝バティスト＝カミーユ･コロー 《森のなかの少女》 
1865-1870年頃　(右)レオナール･フジタ《少女と猫》1926年
©Fondation Foujita /ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2015 G0101
　クロード・モネ　《花咲く堤、アルジャントゥイユ》1877年
　　　　　　　　　　　　　 ※画像はいずれもポーラ美術館蔵

▲

作品
約70点

モネ、
シャガール
ゴーガン
フジタ…

印象派から
エコール･ド･パリまで

東海岸支店発

●℡0467-53-8399●茅ヶ崎市

中海岸1-1-53●17時～24時
(L.O.なし)●水曜定休(年末年始

無休)●価格は税別表記

地酒と旬の“魚どころ”

　茅ヶ崎駅南口から徒歩5分で、うぐいす

色の暖簾が目印。産地にこだわらず、日

本全国から食材を厳選。店主の目利きで

仕入れた旬の鮮魚を心ゆくまで堪能でき

る。カウンター席と座敷に分かれた店内

は、しっとりとした大人の空間。その

時々の気分で席を選べる。最初の1杯、小

鉢、今日の刺身、おまかせ1品が付く｢海

セット｣は1,500円。地酒(1杯600円～)も常

に6種類以上ある。年末は｢ふぐコース(鍋･

刺身･からあげ･雑炊)｣(お1人様6,000円・2名～

受付)がお勧めとか。宴会はお1人様4,000

円(飲み物別)～。｢ご予算やメニュー内容

等お気軽にご相談ください｣(店主)

(さいき)

海食 彩喜
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辻堂北部支店発

●℡0466-77-3359●藤沢市辻

堂新町1-4-8●9時～13時、15
時～18時半(日曜は17時迄)●火

曜、土曜、祝日休診●P有●年末

まで営業●院内バリアフリー

保険中心、バリアフリー、日曜も診療

　東京で約20年間診療に従事してきた齋

藤肇(はじめ)院長が、歯科衛生士として

長年パートナーを務める妻･真理さんと

ともに今年10月、辻堂に拠点を移して開

院。保険治療を中心に、患者さんの要望

や、逆に嫌だと思うことなどをじっくり

聞き込んだ上で｢安心し、納得して治療を

受けられる｣よう方針を定めていくとい

う。きさくで話しやすいご夫婦の人柄も

手伝い、院内は和やかな雰囲気。歯医者

が苦手な方が｢知人の勧めで｣来院するな

ど、口コミも広がりつつある。院内はバ

リアフリー対応で、入口と道路との段差

もなし。そのまま土足で入っていける。

はじめ歯科

http://www.hajime-dental.jp/
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辻堂北部支店発

●℡0466-33-1193●藤沢市羽

鳥2-1-21●9時～17時15分(土曜

12時半迄)●木曜、日曜、祝日定

休●http://mama-yakkyoku.com

ママとみんなの立ち寄りスペースに

　｢処方せんがなくても気軽に立ち寄れ

る場所｣を目指す、店長の德永里美さん。

自身も2児の母であることから｢まま薬局｣

と命名し、キッズコーナーを設けたり、

薬の受け取り予約サービスを提供したりと、

忙しい子育て世代を応援する。また、徳

永さんは薬剤師に加えて｢漢方茶ブレン

ダー｣の顔も持ち、漢方相談や漢方茶の

試飲サービス、茶葉の販売も行っている。

　定休日には毎月1～2回“ママ講師”を迎

え、3世代で楽しめる健康ワークショップ

を開催。こちらもお子様連れ大歓迎。他

に、健康食品やママ作家の雑貨販売コー

ナーもあり、一味違った薬局となっている。

まちのお薬やさん まま薬局

まま薬局 検索 

屠蘇散＝お正月に飲む｢おとそ｣に使う生薬ブレンド。
｢おとそ｣は、邪気払いの風習としてだけでなく、お正
月に食べ過ぎた胃腸を助ける健康的要素もあるという。

【ワークショップ】12/17(木)11時～12時半

オリジナル屠蘇散(とそさん)を作ってみよう

参加費1,500円～2,000円 ※要予約

明治市民
センター前

〒

サイゼリア

明治中↓辻堂駅

業務
スーパー

四ツ谷1
大庭↑

茅ヶ崎
←

12/3(木)は｢美骨盤チェック＆プチ整体｣を開催

    

旭が丘支店発

ひと息つける身近なカフェとして…

　全面ガラス張りの店内から“あふれ出

す”温かな光。ゆったりと配置されたテー

ブルに、穏やかに流れる｢時｣を楽しむ人

らの姿がある･･･。爽やかな空気感を漂わ

せて、10月6日、桜道沿いにオープンした。

　コーヒーはなんと280円。生ビールやワ

イン、カクテルもあり、昼も夜も、若い人

も年配者も、女性も男性も、思い思いに

楽しめそうなメニューが提供されている。

　特製サラダや国産牛タタキ、フレンチ

トースト、グリーンカレー(右下写真=1,000円、

ランチ時はドリンク付)などフードメニュー

は彩り豊か。一角にはキッズコーナーも

あり、お店の様々な視点が垣間見える。

Spoon Cafe
(スプーン･カフェ)

●℡0467-39-5541●茅ヶ崎市

美住町2-1●11時半～21時(ラ

ンチは～15時)●木曜定休●貸

切･宴会(着席25名位迄･要予約)

とことこ湘南 Spoon Cafe 検索 
浜竹２

松浪

シャト
レーゼ

辻堂駅→

たまや

セブン
イレブン

↑国道１号線

ひばりが丘

P２台有

※税別表記のない価格はすべて税込価格です


