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新 正 会

安藤歯科医院
診療時間
月・金 9：30〜19：00
火・水 9：30〜18：30
土
9：30〜15：00
休 診 木曜・日曜・祝日

〜ともに

高島平きものしんぶん
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☎３５５０-１８００

高島六小よこ

第44回高島平団地まつり
（高島平二丁目団地自
治会主催）
は10月11日、
33街区広場で開催。明け方
までの雨は収まり、
盆踊りは中止でしたが模擬店に
行列ができ、
特設ステージでは踊りやバンド演奏。
お待ちかねのゲストはデューク・エイセス。映画
音楽
「慕情」
で開演、
おなじみの
「女ひとり」
「筑波山
麓合唱団」
「遠くへ行きたいメドレー」
など熱唱。手
話を交えた
「白い雪」
では客席とともに和気あいあ
いの合唱。結成60周年の新曲
「友よさらば」
「生きる
ものの歌」
も披露され秋空の下、
千人近い観客は美
しいハーモニーに酔いしれました。
「素晴らしい歌声でした。生演奏なので人柄も伝
わってきます。誰一人、
席を立つ人がいませんでし
たね」
と33街区に住む菊地治子さんはステージを満
喫していました。
（写真はデューク・エイセスの4人）

クロスワードパズ ル を 解 い て
・
Presented byローソン高島平八丁目店

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

爽やかな空の下 団地まつり

ボジョレー・ヌーヴォーワイン売り上げで、
ローソンの頂点に輝く高島平八丁目店か
ら 本 紙 読 者 にボジョレ ー・ヌー ヴォー
500ml、1,780円品を10名に、375ml、
1,380円品を10名に進呈。本紙３面の
クロスワードパズルを解きご応募を。
〆切りは11月10日【応募方法は3面参照】

03（3975）9088
03（3938）5778

ホームページ：http://kimono-news.com
Eメール：info@kimono-news.com
ブログ：http://kimono-news.at.webry.info/

http://www.ando-dentaru.jp

デューク・エイセス熱唱20曲
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〒１７５-００９２ 東京都板橋区赤塚 ７-１９-２６

都営三田線 西台駅徒歩約3分
専用駐車場があります

高島平１‐57-６
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行こう う
よ
食べ よう
し
観賞
11/１1 水 まで
10：00〜15：30
板橋愛菊会会員が育
てた大菊、盆栽、切り
花を観賞。端正な花の
姿、色合いに魅了され
ます。
６日の品評会で
授与される区長賞、教
育委員長賞などの作
品にも注目。寺社巡り
を兼ねてどうぞ。

松月院境内
赤塚８−４−９

第38回

心躍る実りのとき！
まちはアート イベント 祭り尽くし

菊花展

区内有数規模の本展。風格
ある古刹に逸品が映えます。

板橋農業まつり

区立赤塚体育館周辺４会場

11/14 土 15 日
11：30〜16：00

10：00〜15：30

第93回

真

実りの秋。爽やかな空気を深呼吸して、
お出かけしましょう。いつもの街がにぎ
やかだったり、足を延ばしたら驚くよう
な収穫があるかもしれません。アート、
音楽、文学、スポーツ、お買い物。もちろ
ん、美味探求も。鮮やかな、季節の移り
かわりを眺めるチャンスにも恵まれます。

大東祭

11/1 日 2 月 3 火
９：３０〜１８：３０

今年のテーマは「Green Fantasy」。
スクールカラーを基に盛り上げます。
初日は「パスピエ」のアーティストライ
ブ。2日目は幼稚園児とダンスを踊る
「大東シアター」。3日目は「ミスター＆
ミスコンテスト」と「ななめ45°
」
「うし
ろシティ」のお笑いライブ。教室発表は「お笑いライブは当日券で」
と実行委
書道部展覧会はじめ、見どころ満載。
大東文化大学
30の模擬店はすべて独自メ二ュー！
高島平１−１９−１
埼玉のコバトンらゆるキャラが来校。
問 ０70‐6967−1848
子どもも大人も行ってみよう。

みどり豊かな大地を〜未来につなぐ
板橋農業。赤塚体育館を中心に４会
場で、秋の収穫を祝います。初日、
野菜宝船を先頭に赤塚城戦国絵巻武
者行列＝左写真、高島秋帆由来の西
洋流火術鉄砲保存会演武など華やか
なパレード（13時〜）で幕開け。体
育館少年運動場、赤塚小校庭には復
興支援物産展、売店、各団体のPR
テントなどずらり。抹茶点て出しは
両日、2日目10時から苗木600本無
料配布、12時半からけんちん汁（先
着3000名）。大豊作の２日間です。

生誕120年記念芹沢銈介展

11/23 月 まで１０:００〜1７:００

三井

※月曜休館（但し祝日は開館、翌日休館）
生誕120年を迎える芹沢銈介（1895−
1984）は、柳宗悦の工芸思想と沖縄の紅
型との出会いから染色家を志し、後に独
自の染色技法である「型絵染」を確立。明
るい色彩と斬新な模様が特徴の作品は、
着物や暖簾、屏風等へ展開されています。 公益財団法人日本民藝館
これら型染作品の他に絵付陶器や作品の
目黒区駒場４−３−３３
問 ０３‐３４６７‐４５２７
下絵、蒐集品を併設展示。芹沢銈介の創
造の世界を存分に堪能できる、またとな 【入館料】大人1100円、高大生600
円、小中生200円 【最寄駅】京王
い展覧会です。
【写真＝沖縄笠団扇文部屋 井の頭線「駒場東大前」徒歩7分
着 1960年 静岡市芹沢銈介美術館蔵】 小田急線「東北沢」徒歩15分

板橋名物の野菜宝船はまつりの象徴。
体育館前に停泊。新鮮な板橋産野菜が
満載。２日目10時から「お宝分け券」
が体育館内で配布されます。
問

赤塚支所都市農業係 ０３-３９３８-５１１４

第３8回

日本きりえ美術展

11/26 木 〜12/3 木

9：3０〜１7：3０
※最終日14:30まで 入場券６００円
全国のきりえ愛好者の作品を展覧。地域
サークル・教室で励む人からプロの作家ま
で特色ある秀作がずらり。板橋きりえの会
も出展。
「きりえの第一人者、滝平二郎さん
の流れを汲む展覧会です。色彩豊かな作品
も多く見られます」と同会講師の佐藤廣士
さん。上野の森でアート観賞を。

東京都美術館（上野公園内）
問

主催／日本きりえ協会

０３−３９２６−９９９２
（佐藤）

1,000

月 日は﹁きものの日﹂です︒日
本の伝統衣装の振興と普及をめざし
て︑１９６６︵昭和 ︶年︑一般社団
法人全日本きもの振興会が制定︒この
日は︑江戸時代より七五三の日として
広く親しまれ︑また婚礼︑催事︑舞台
観賞など和装の機会がふえる時期です︒
全国和装学院連絡会は﹁どなたにも
キモノを楽しんでもらえるように﹂と
月１日から 日まで︑全国いっせい

成人の日は1月 日 板橋区
区内 会場でつどい

会場： エアープランツ

各回とも午後１時〜５時

分譲マンションに関するご相談承ります
各分野の専門家が丁寧にご対応します

（高島平７-１-１ 山本工務店となり）

お問い合わせ ☎５９９８-１０２２

受付時間10時から17時（土日祝休）

☎ 03-3979-3401

年賀はがき販売開始
郵便局
月 日まで投函を

日時：11/６（金）
・20（金）
12/４（金）

全国

年内の無料相談会のお知らせ

いっせい

着付講習

無料 開催

月 日︑日本郵便から年賀葉書が
販売開始︒無地年賀︑いろどり年賀
︵もも︶︑ディズニーキャラクター年
賀︑ハローキティ年賀︑絵入り寄付金
付き年賀東京版は二重橋周辺の絵柄︑
全国版は申年の干支がソフトに描かれ
ています︒総発行枚数は約 億４千枚
の予定︒すべてお年玉くじ付き︒
手軽にイラストや宛名が印刷できる
特設サイト﹁郵便年賀．ｊｐ﹂は無料
でパソコン︑スマホから活用でき便
利︒年賀葉書は1月8日まで販売︒お
年玉くじの抽せん会は1月 日︒
新年に届く年賀状はどれも個性豊
か︑思わず破顔一笑も︒引き受けは
月 日から︒﹁ 月 日まで投函いた
だくと︑元旦にお届けできます﹂︵板
橋西郵便局︶とのこと︒お早めに︒

マンション何でも相談所

の日

着付講習を主催︒茶席やパーティーのお
よばれ︑正月の装いに自分で着られるよ
うに︑着 付けの指 導を無料で受けられ
ます︒高島平ではハクビ京都きもの学院
田谷着付教室︵高島平３︶で受講できま
す︒詳細は☎０３・３９７９・２３１５
または０９０・２１４４・０７４８田谷
さんまで︒
＊
＊
＊
今 年 も終 盤︒初詣はキモノでと計 画
中の人も多いはず︒何を着ますか？
小紋や紬は手軽なので︑重宝です︒真
冬なのでコートや羽織は必携︒衿元や足
元から外気の侵入を防ぐショールやスト
ッキングの活用を︒また︑正月は代々の
キモノを着てみる好機にも︒
男性はアンサンブルが定番︒帯を締め
て凛々しく︒縁起の良い春到来です︒

区内でも希少なコイン精米所を併
設︒米どころから〝上京〟した玄米を
精米する利用客が来店︒精米機の操作
は簡単︑玄米を左口に入れ待つこと数
分間︒右口からピカピカに変身した米
が出ます︒極上白︑上白︑７分つきが
選択可︒料金は５㎏毎１００円︒新米
の出回る 月はフル稼働︒
明るい店舗は入りやすく︑豊富な品
揃え︒人気のコシヒカリ︵５㎏１６９
０円／税込・以下同︶︑お得な彩のか
がやき︵ ㎏２１８０円︶︑話題の山
形産つや姫︵５㎏２７５０円︶など
銘柄を陳列︒店主川口一人さんの後継
者︑３代目文彦さんのイチオシは店頭
精米︒有機・減農薬米である商品を心
掛け︑さわのはな︑亀の尾をはじめ珍
しい銘柄を１㎏から販売︒その場で精
米︑こだわりの固定客を獲得︒お米マ
イスター認定者の眼が光ります︒
３００銘柄以上ある日本の米︒専門
家の助言を得ながら︑自分の味を探し
てみては︒ご飯がどんどん進みます︒

息の合った川口さん親子

20

北区王子1-1-3 飛鳥山公園内
03・3916・2320《月曜休館》

きもの

男のコート︑角袖︵かくそで︶を着こなす山
田修さん︵高島平２︶は大のキモノファン

紙で旅するニッポン〜北海道・東北編〜

２０１６年の成人の日は１月 日︒板
橋区は 地域センターごとに﹁成人の日
のつどい﹂を開催︒区内の新成人は男性
２３６１人︑女性２５１１人の４８７２
人︵ 月１日現在︶︒平成7年４月2日
から8年４月１日生まれが対象者︒ 月
初旬に区から新成人に案内状が届きま
す︒社会人の仲間入りを︑地域ぐるみで
祝福してもらえます︒
晴れ着や着付けの準備は万全に︒紋
付羽織袴で臨む男性も増えて会場はい
っそう厳かに豪華になります︒

♨

24

◆毎号多くのお便りが
届きます︒﹁地域の様
子やキモノのことが載
っていて︑楽しく読ん
でます﹂といった感想
に励まされます︒﹁結婚時︑母より持
たされた小千谷縮みはしつけが付いた
ままです︒袖を通したい﹂﹁着付け教
室に通い始め︑自分で見立てたキモノ
も欲しい﹂など︑読者さんの想いが綴
られています︒﹁浴衣の着付け方をイ
ラスト付きで載せて﹂と具体的な要望
もあり︑すべてを参考にしています◆
今号クロスワードパズルはボジョレ
ー・ヌーボーが 本も当たります︒ロ
ーソン高島平八丁目店さんの大判振る
舞いです︒振るってご応募を◆引き続
き︑お便り待ってます︒お気に入りの
店︑キモノの話題︑イラスト︑絵手
紙︑その他いろいろ大歓迎です︵Ｍ︶

※ 雨天開催

公益財団法人 紙の博物館

2016. 2月28日（日）まで

高島平１−２１−９
（毎日新聞販売所並び）
☎０３̶３９３３̶０７０５
９時〜２０時
日曜・祝日定休
問 03‐3933‐2904 当日/03‐3932‐1924

石抜装置付精米機
功泉湯

善長寺

河村屋

11.15
うに︒絹素材は︑特に湿気を嫌いま
す︒疎かにすると︑全体にカビが生
えてしまったり︑裏地に斑点のよう
な黄変︵おうへん︶が出たりして復
元困難な事態に︒虫干しを行い︒適
切な保存をお勧めします︒
︻虫干しの方法︼乾燥が続く秋冬の
晴天日に︑タンスを開けます ⇩キモノ
類を出して︑直 射日光の入らぬ部 屋
でハンガーに掛けます ⇩ブラシでほこ
りを除き︑シミや汚れをチェック ⇩半
日ほど風 を通し︑きれいなタトウ紙
にたたみ直し︑再びタンスへ︒絹とウ
ールは 別々の引 き 出 しに ︒汚 れ ︑シ
ミは専門店に頼んで除去を︒
︻ 用 意 す る も の ︼キモノハンガー 数
本︑ブラシ︵洋服用可︶︑たたみ敷紙︑
タトウ紙必要枚︑ウール用防虫剤︒
﹁忙しくて出来な〜い﹂という人
は︑タトウ紙を開けるだけでも効果
はあります︒年に一度は︑キモノの
面倒をあげて下さいね︒

古本屋

〒175-0082 板橋区高島平7-1-1 E-mail yamar@zmail.plala.or.jp

河村屋米店
11

10

ゴルフ練習場

デニーズ
首都高速

15

奈良の正倉院では︑曝涼︵ばくり
ょう︶と呼ばれる虫干しを行い宝物
︵ほうもつ︶の保存を行っていま
す︒宝物を公開する﹁正倉院展﹂も
月9日まで開催中︒
ところで我が家の宝物︑キモノのお
手入れは定 期 的に行っていますか？
キモノの天 敵は湿 気 と虫 くい︒長 期
間放置すると厄介な事態に︒
蓮 根のＳさん︒久しぶりにお気に
入りの一枚を広げると異変が︒衿肩部
分に穴 ︒裏 地が見 えます ︒目を凝ら
すと虫くいの被害です＝写真︒ウール
素材の街着は︑お気に入りの一枚︒５
年間タンスで保管︒﹁こんなことにな
っているなんて⁝﹂と落胆しきり︒
キモノは天然素材品がほとんど︒
ウールの注意点
は虫くいです︒
防虫剤を適時入
れ替え︑害虫を
寄せ付けないよ

12

西台大鷲（おおとり）神社

12

20

コイン精米処併設
ダイエー 巣鴨→
高島通り
←高島平

西台

29 24

企画展 紙で遊ぼう

おきたいお店ガイド
知って
板橋区西台２- 18-１

12

10

編集
長発

30

午後２時〜11時
ところ 善長寺境内

11

17

12月11日（金）

と き
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ホントは怖い しまいっぱなし
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西台の熊手市
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はとても古く︑その歴史をみると地域︑
時代︑階層によってさまざまあり︑全
国一様ではなかったようです︒
三歳男女児＝髪置き⁝それまで剃っ
ていた髪を︑赤子から幼児へ成長した
事を祝って︑伸ばし始めます︒女児は
着物の付け紐を付け帯にします︒
五歳男児＝着袴⁝幼児から童児へ成
長した印に︑初めて袴を付けます︒
七歳女児＝帯解き⁝三歳からの付け
︵華道家元 池坊いけ花教授 坂下在住︶

西高島平へ→
三田線

パチンコ

味田中

当店

美容室

アコレ

生協

７−２１−１４
ダイソー

11
10

10

10

よこのカギ ❶体重増。――秋 ❺東京は舛添氏、大阪は松井氏 ❼カーナビあれば不要 ❽
ぼんやりした光 ❿正当性を主張。弁明 ⓬♪月が出た出た〜 ⓮愛媛の旧国名 ⓰昭和だね。―
―屋根 ⓱候補者の政策 ⓴昔ハンサム、今――メン
まる子の友達。土橋――
これを捨てて
団結しよう
小田急線が有名、――カー
ちらし、宣伝紙 たてのカギ
175−0092
❶慶事の返礼品の表書き ❷⇔旨い ❸来年夏から18歳以上に ❹不
板橋区赤塚7-19-26
めまい、耳鳴り…。――失調症かも
在、外出中 ❺Ｂ１は――1階 ❻頭痛、
高島平きものしんぶん
❾おおよそ、
大体
⓫半天に入れる
と暖かい
⓭客席から見えない。大道
クロスワード係
具や控室がある ⓯「邪」の訓読みは？ ⓲防虫効果のある黄色の――風
答え○○○○○○○○
呂敷 ⓳髪をとかす道具
寿司の高級ネタ
林修先生は――校教師
・住 所 ・電 話
・氏 名 ・年 齢
・職業または学生
・購読新聞名

お便り 着物の質問
イラスト 近況など

ファクス：03−3938−5778 Ｅメール：puzzle@kimono-news.com
先号の正解「せんそうとへいわ」とご当選者 斉藤順 濱田
かつ子、松崎由美、末續拓眞、小原光江（高島平）、出雲公
子、菅野真智子（蓮根）、木村由貴子、山口ミチ子（西
台）、越川明日見（徳丸）、久田千珠子（中台）【敬称略】

区民文化祭

観覧無料

１１月１5日
（日）
まで ※月曜休館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２０世紀検証シリーズ ＮＯ.５

井上長三郎・井上照子展
―妻は空気・わたしは風―

11月21日
（土）
〜12月27日
（日）
※月曜休館（11/23開館11/24休館）
井上長三郎
（1906̶1995）
は
「池袋モンパ
ルナス」
と呼ばれる地域に暮らし、戦後は自
由美術家協会に参加。
ヴェトナム戦争などの
事件を描いた絵画等ユニークな絵画を残し
ました。井 上 照 子（ 旧 姓：長 尾 、1 9 1 1 ̶
1995）
は京城
（現・ソウル）
に生まれ、
朝鮮美
術展覧会や独立美術協会展に出品。戦後
は長三郎と共に自由美術家協会に参加し、
色彩豊かな抽象絵画を発表。
２人は、
結婚と
同時に共にパリに留学し、
戦後は1995年に
亡くなるまで板橋区で暮らし、
共に描き続けま
した。長三郎は、照子との関係について
「彼
女は空気でわたしは風」
と語っています。
日本
の近代絵画の中で独特な存在感を放ってい
る井上長三郎、
照子夫妻の作品を初公開の
資料と共に紹介するはじめての展覧会です。
観覧料／一般650円、高大生450円、小中生
200円 ＊土曜日は小中高生無料 ＊20人以上
団体、65歳以上、障がいの方割引有り

板橋区立美術館

高島平

応募〆切＝ 月 日
出題／赤塚はじめ

14

赤塚５−34−27
☎3979−3251
24時間テレフォンサービス ☎3977−1000

お気軽に
ご来店ください。

6

9

8

7

5

4

おめかしして出 席 ︱ ︱カギのヒントを もとにマ
ス目をうめ︑
二重枠の文字を並べ替えご回答を︒
応募は希望の賞品番号を明記のうえ︑
ハガキ︑
フ
ァクス︑Eメールにて︒抽選で① 名様に
﹁ボジョ
レー・ヌーボーワイン５００㎖﹂︑② 名様に
﹁同３
７５㎖﹂を進呈︒応募は 歳以上限定︒

1

あてさき

りますように︑誕生のお宮参り時のお 帯を解き︑着物の身八つ口をふさいだ
守りを納めて︑改めて新しいお守りを 小袖を着て大人と同じ幅広帯を締め始
頂いてくる習わしが唄われています︒
めます︒
昔は七つ前は神の子と言われ︑神様
これらの儀式は実の親ではなく︑髪親︑
の罰は当たらないという事ですが︑そ 袴親︑帯親といった親代りの大人が執
のかわり魂も不安定で何時病気や事故 り行い︑地域全体で子どもを育て︑子
♪とおりゃんせ︑とおりゃんせ こ
で亡くなるかも知れず︑子どもが元気 ども自身にも社会に出る自覚を持たせ
こはどこのほそみちじゃ てんじんさ
に育つ事が難しい時代でした︒
るものでした︒七歳は︑子ども祝いの
まのほそみちじゃ〜♪
﹁七五三﹂の呼称は新しいものですが︑ 終わりとして重要な折り目で︑氏子の
誰もが知っている童謡
﹁通りゃんせ﹂
その元になっている子ども祝いの伝統 一人となり社会の一員として歩み出し
は︑﹁天神様参り﹂
﹁関所遊び﹂とも言い︑
ます︒また子ども組に入って︑年中行
江戸時代から全国に普及した遊戯唄で
事に参加し一人前になる準備として︑
この子の七つのお祝いに
地方によっては﹁子取り遊び﹂と言う
労働力づくり︑暮らしの知恵を身に付
所もあります︒埼玉県川越城内にある 昔も今も親の願いは一緒
けていきました︒現代の就学もこの折
天神様を祀った三芳野神社が︑この唄
り目を引き継いでの事でしょう︒
安齋賀代子
の発祥の地だとして︿わらべ唄発祥の
この時期が来ると晴れ着をどうしょ
地﹀の碑が建てられています︒
うかと思案しますが︑和服時代には子
♪この子の七つのお祝いに〜〜とあ
どもの成長を確かめ表すものに︑髪型
や服装があったからです︒少し澄まし
顔で神社にお参りする光景は︑平和で
とてもほほえましいものです︒
子どもの健康と成長を真心込めて何
かに祈りたくなる親の気持ちは︑人間
の素朴な願いに根ざしていると言えま
しょう︒

七五三を祝う
「水引草」
と麻の葉模
チロルにて筆者
様の布の上に
「髪飾り」
「くくり猿」

第144号

2015年（平成27年）11月1日

冒険家の押し入れ
＋直己からの手紙

収蔵品展

平成28年１月２４日
（日）
まで

冒険で使った道具ではないけれども、
冒険と
関係の深い品々を紹介。植村直己が外国か
ら友人に宛てたハガキもあわせて紹介。
入場無料

※12／28〜1／4・月曜休館

（財） 植 村 冒 険 館
蓮根2−21−5

☎3969−7421

企画展示

ヒーリングアクアリウム

１１月２３日（月）まで ※月曜休館
展示内容 ◇ゆらゆら水草水槽◇ふわふわク
ラゲたち◇カワイイ！魚たち◇小さな生き物た
ち ＊展示内容は生物の状態により変更ま
たは中止する場合があります。
期間中の催し ◇講演「ボルネオへの恩返
し」旭山動物園の動物たちのことや、
ボルネオ
への恩返しプロジェクトなど動物園の環境へ
の取り組みなどをお話しします。
とき：11月１日
（日）13:30〜14:30
講師 旭山動物園園長 坂東元さん
定員 50 人(先着順)＊当日直接会場へ
（入館料必要）
入館料/大人240円、小中学生・65歳以上120円、
未就学児無料 ※月曜休館＊土日は小中学生無料

板橋区立熱帯環境植物館
高島平8−29−2

☎5920−1131

高

2015年（平成27年）11月１日

平

き

いいもの見つけに こうえい目指して散策を

も

の

し

ん

ぶ

ん

今がお見立て時です

（日）

学式
ご婚礼 入
業式
成人祝 卒
窓会
お茶会 同

11月16日
（月）

★ 留 袖＆訪 問 着 優 雅コレクション
★ 染と織 おしゃれ伝承逸品そろえ
★ 人 気！長 羽 織＆コート珍柄新着

１２，
８００円

本筑博多織

半巾帯
西陣織

なごや帯
小紋キモノ

洗えるキモノ

３９，
９００円

お仕立付き

9８，
０００円

お仕立付き

道行コート

成人式、
結婚式
フォーマル
ぞうり＆バッグセット

２０％引

留袖 訪問着 振袖 長襦袢
円 和装こもの取り揃えてございます

9８，
０００円

20 21 22 23

11

金

土

月

日

お目当て探そう！

きものフェア
特選品お披露目
オトク！お宝ＢＯＸ

白札から

きものアドバイザー来店！
きものバナシに花咲く４日間

たとう紙、ハンガー、防湿剤などお手入れ品あります

立
反物仕
び
小物選
せ
色合わ

らくらく帯

仕立て直し

寸法直し

染め替え
洗い張り
京洗い
しみ抜き
田

20万円
振り袖＋袋帯

（お仕立て一式付き）
B反品含みます。限定５セット

晴れ着ホットライン
☎０３・３５５０・０５２９

得
◇和装こもの豊富に揃ってます！
◇肩揚げ、腰揚げ、半衿付け致します！
◇手元の品を点検・確認・リニューアル！

高島平の専門店

台

線

団

●ダイエー
巣鴨信金●
蓮

民芸うどん
大東大 ●
高 速 道 路

↓

板橋区高島平1 - 5 2 - 1 2

有り

店内おトクな品が勢ぞろい
VISA,MASTER,JCBカード取扱店
きものクレジット
（3〜36回分割）
ご利用ください

営業時間10時〜19時《火曜定休》
ホームページ：http://web-kouei.com
E メ ー ル：info@web-kouei.com

カフェ＆レストラン

ブルーローズ

〜パリへの想い〜

12／19㊏ 20 日 23㊌

幼児から成人まで健やかな成長の節
目は、
キモノで祝いたいもの。初めての
ぞうり体験は3 歳の祝いで。ようやく
履いた足袋が馴染まず、参拝はいつも
のスニーカーになる子もちらほら。７
歳の祝いになると、足のサイズは20㎝
前後に。コハゼの付いたキャラコの足
袋を履き、
手毬や松竹梅、
折り鶴など愛
らしい文様の晴れ着をまとい記念写真
に納まります。成人式は念願の振袖。
大きな髪飾りをつけ、かかとの高いぞ
うりに絢爛豪華な晴れ着の新成人は全
員モデルさんと見まがうほど。
全身を任せるぞうりは鼻緒や台の巾
の拡張、低反発素材の導入などで履き
やすさも進化。人生の節目を支えるべ
く、
こちらも健やかに成長しています。

月額8000円着付教室
着付個人
レッスン

教本・教材・期限なし
で美しい着付けを目
指します。
まずは無
料体験でお試しを。

成人式の着付け予約受付中！
＊お気軽にお電話下さい＊
ＨＰ・お電話でお問い合わせ下さい
西台

ダイエー

静 着付教室
モス
デニーズ

米店

ゴルフ やまき

業務
スーパー
加藤整形

よし邑
コンビニ

くすり

巣鴨

3550-0529

上から大人用、
ジュニア用、幼児用

蓮根

根

二丁目

●保育園

（4）

（季刊）

ハミングロード

歩道橋

六小

地

※価格は消費税込みです
※品揃えに変更のあった場合は
ご容赦願います

P

西
三

借りるなら買える
２０歳の祝福

店長がとことん晴れ着の相談
に対応。プロならではの親身な
アドバイスにナットクです

◎お手入
れ ◎お直し ◎着こなし

←高島平

誕生祝
芸術鑑賞

７８，
０００

つむぎキモノ
予告

お仕立付き

１２，
８００円

プレタ



11月1日

島

ぞうりも健やかに成長中です

第144号

☎0 9 0 - 8 7 4 2 - 2 0 3 0

板橋区蓮根2-22-16
（蓮根駅から5分）

ホームページ：http://www.shizu-kitsuke.com

一式承ります。全国どこへでもお花をお届けいたします。

クリスマス ディナーコンサート

大皿料理 お一人様3,000円・4,500円（税別）

12/24 クリスマスランチコンサート
お一人様3,000円（税別）
※ともにご予約受け付け中
※お席には限りがございます

d

忘年会・新年会プラン d
3,900円（税別）

新春オードブル三段重ね
プレミアム20品目以上 12╱31お渡し
限定数 35,000円（税別）
10:00〜20:30 火曜・第１水曜定休

デニーズ ●
文 大東大

●

←三園
功泉湯

ブルーローズ

〜パリへの想い〜

●

コインＰ

古本

酒店

●

●

●

●

●

忘年会 新年会

蓮根

飲み放題付

●

板橋区高島平1−43−13

ダイエー

●

アオキ

PHONE&FAX ３５５９−８７８７

くつろぎの家庭料理でおもてなし

都営三田線

西 台

ゴルフ

ご予算はご相談ください

d 女子会限定 忘・新年会プランd

パーティ、飲み放題プランあり
グランドピアノあり 貸切可（32席）

交番

コイン Ｐ
首都高速下道路 中台→

板橋区蓮根１−12−12

山下ビル１階
‐６４５４‐５７４４ Ｐ サービス有り
☎０３

定食１０００円より

定休日＝毎週月曜

１０名様まで
承ります

