
2020 年 5 月 5 日
発行：㈱朝日新聞経営研究センター　タウンメイト編集室
　　　〒 253-0083　茅ヶ崎市西久保 1312-1　ASA 鶴が台ビル 4F

0467-51-4106  FAX0467-51-3941　
http：//www.asahi-kc.com
発行地域：ASA 茅ヶ崎鶴が台・ASA 寒川 担当地区

毎月 5 日発行

みんなの広場

毎毎
月古新聞の回収ありがとうございます。先月は世間でトイレットペー月古新聞の回収ありがとうございます。先月は世間でトイレットペー

パーが不足していたので、ものすごく助かってしまいました。雨の回パーが不足していたので、ものすごく助かってしまいました。雨の回

収日には、トイレットペーパーをわざわざビニール袋に入れて頂いてまし収日には、トイレットペーパーをわざわざビニール袋に入れて頂いてまし

た。心遣いに感動しました。         　　  茅ヶ崎市萩園＊ふーあーゆーサンた。心遣いに感動しました。         　　  茅ヶ崎市萩園＊ふーあーゆーサン

新新
たけのこの穂先のお刺身にはまっています。何もつけずにそのままで。たけのこの穂先のお刺身にはまっています。何もつけずにそのままで。

季節季節のものを食べて気分もアップ。    　   茅ヶ崎市鶴が台＊沙愛サンのものを食べて気分もアップ。    　   茅ヶ崎市鶴が台＊沙愛サン

6 ⽉号は、「おうちご飯」をテーマにコメント⼤募集 !!6 ⽉号は、「おうちご飯」をテーマにコメント⼤募集 !!

タウンメイトでは、テーマ以外にご近所のおススメのお店やタウンメイトでは、テーマ以外にご近所のおススメのお店や
レジャースポット、⽇常の発⾒や疑問などコメントを⼤募集しています !レジャースポット、⽇常の発⾒や疑問などコメントを⼤募集しています !

テイクアウトの美味しいお店やおすすめレシピを教えて下さい

読者のお便りを紹介します。

家家
にいて体がなまっています。簡単なストレッチなどありましたら教えにいて体がなまっています。簡単なストレッチなどありましたら教え

て下さい。て下さい。　　　　　　　　　　　　　　寒川町市一之宮＊もねサン　　　　　　　　　　　　　　寒川町市一之宮＊もねサン

例例
年だと入学、進級おめでとう！！の時期ですが、今年はコロナウイル年だと入学、進級おめでとう！！の時期ですが、今年はコロナウイル

スの影響で大変なスタートとなってしまいましたね。今春から 6 年生スの影響で大変なスタートとなってしまいましたね。今春から 6 年生

の娘。1 日も早く学校へ登校できる日が来る事を親子で願っている毎日での娘。1 日も早く学校へ登校できる日が来る事を親子で願っている毎日で

す。皆様も対象管理には十分お気をつけ下さいね！す。皆様も対象管理には十分お気をつけ下さいね！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 茅ヶ崎市香川＊ 6 年生サン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 茅ヶ崎市香川＊ 6 年生サン

ハウスクリーニング・お助けサービス活動報告
ハウスクリーニング 3 月実績
・エアコン…7件　・換気扇…1件　・浴室…2件 　・トイレ…1件
・キッチン…1件　・簡易清掃…1件　・空室清掃…8件
お助けサービス 3月実績
・枝切り…1件　・ごみ BOX設置…1件　・窓ふき…1件　
・草むしり…1件　・ベランダのいちょうの木の移動…1件　

　ざくろ歯科の内間です。長い自粛生活はストレ
スがたまります。ストレスを違う視点から考えて
みます。私達は生まれてから様々なリズム運動を
習得しています。人間の生活習慣はリズムで成り立っていると考えられま
す。例えば食べる行動はリズム運動で成り立っています。そのリズムが崩
れる時に唇を噛んだり舌を噛んだりとトラブルを生じます。リズムが崩れ
る原因に疲れ、ストレスがあります。これらは筋肉のバランスが崩れる事
でリズムが狂いトラブルに発展すると考えられます。従って生活習慣のリ
ズムが崩れる事はストレスにつながると考えられます。日々の生活でメリ
ハリがなくなるとリズムは崩れます。自粛すると普段と違う日常になりま
す。しかし、そんな状況でも普段と同じ時間に起床、就寝を行う方がリズ
ムを崩しにくいように思えます。メリハリのある生活でリズムを維持する
事が体調やストレスのコントロールにつながる様に思えます。リズムを意
識し日常を過ごすのはいかがでしょうか。

茅ヶ崎市みずき3-1-10サンミズキビル 3F
ご予約・お問合せ　TEL / FAX　 0467 - 54 - 3963　
診療科目　一般歯科 /小児歯科 /予防歯科 /口腔外科 /インプラント /
審美歯科 /ホワイトニング /一般矯正
診療時間　9：30 ～ 12：30  /  15：00 ～ 20：00　
休診日　水・日・祝日　ホームページ　http://zakuro-shika.com/

ざくろ歯科

レ

デンタル相談室 № .21

　　

半分に折ったハンカチを
さらに半分に折るさらに半分に折る

3等分の幅の位置を目安に、
左右からゴムを通す左右からゴムを通す

茅ヶ崎foodaction

新型コロナウィルスの流行で苦境に陥いる茅ヶ崎の飲食店。全国的な動きですが茅ヶ崎でもテイクアウトを始めるお店が増え
ています。どこの店でテイクアウトができるのか一目でわかるように一覧表を作りたい、個人の発信では弱いから情報を共有する
グループを作りたい。そんな思いからFBグループ「茅ヶ崎foodactionテイクアウトできる店」を立ち上げました。このチラシは活動
の第一歩です。ナショナルチェーンではなく個店が魅力的な茅ヶ崎の飲食業をLocal food を食べる事で応援しましょう！

～茅ヶ崎で中食産業の革命を起こそう！～

①金額 ②デリバリーの有無(何個からOKとかでも可) ③アピールポイント

詳しい情報は各店舗に直接お電話でお問合せください。

茅ヶ崎foodactionは
情報発信グループです。
商品に関してはそれぞれ
の店舗責任となります 。
FBグループ管理者：淺野

080-4670-8602

茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
茅ヶ崎市民文化会館2階
電話：090（2659）8787
①各種お弁当￥800＋税～

②宅配4月は配送可、5月以降は相談

③茅ヶ崎野菜ふんだんのヘルシー弁当

8CAFE+FLOWER 
ハチカフェフラワー

茅ヶ崎市 浜見平11-1
ブランチ茅ヶ崎２階
電話：0467-33-6331

ハマミ食堂カオトオカ

①￥500＋税～

②￥2,000以上のご注文でデリバリー

③湘南産野菜を優先して使用しています

茅ヶ崎市 矢畑 212-1
電話：0467-81-4890

大衆食堂 鳥嶺

①お弁当￥500＋税　お惣菜￥100＋税

②10個以上のご注文で配達します

③近隣の農家さんから直接仕入れる
　たっぷり地野菜のお惣菜を是非！

茅ヶ崎市 幸町20-43 幸町ビル1階
電話：0467-84-7464

Restaurant &
Bar Mashu

①￥500＋税～
②￥2,000以上のご注文でデリバリー

③ちがさき牛のハンバーグを使用した
　メニューもあります
　茅ヶ崎のお米屋さん中丸屋商店厳選の
　お米を使用しています

茅ヶ崎市共恵1-1-10 1階
電話：0467-85-5552

串揚げ すがの
茅ヶ崎店

①お弁当￥500＋税～
　串揚げ１本￥80＋税～
　ファミリーパック￥1500＋税

②￥5,000以上で配達します。

茅ヶ崎市幸町5-14
電話：0467-82-3970

炭火焼酒場ピカピカ
南口店

①焼き鳥各種￥150～
②デリバリー要相談
③茅ヶ崎市芹沢のしまじろう農園さんや、
　地元の八百屋さんから仕入れた野菜を
　使用しています！ 

茅ヶ崎市幸町20-1
電話：0467-84-7525

大衆酒場 大衆食堂
すがの

（マシュー）

①お弁当￥500＋税～
　串揚げ１本￥80＋税～
　ファミリーパック￥1500＋税

②￥5,000以上で配達します。
※テイクアウトに限り通常メニューから30%OFF

※テイクアウトに限り通常メニューから30%OFF

茅ヶ崎市中海岸4-1-12
電話：0467-39-5277

居酒屋キッチン
ウィッシュボーン

①メニュー日替りにつき
　お店にお問い合わせください

②デリバリーは不可
③店主が漁に出て新鮮なお魚が自慢です
　ご予算お時間などはご相談ください

茅ヶ崎市中海岸3-10-3
電話：090-7002-3819

もつ焼ヨゾラ

①スパイスヨゾラのスパイスカレー
　一人前¥￥750
②デリバリーは場所によります
　（中海岸・南湖・共恵・東海岸南）

③野菜は全て茅ヶ崎産

茅ヶ崎市矢畑699-12
電話：0467-84-8160

てこぴん

①たこ焼き・焼きそば・お好み焼き￥300～

②デリバリーは不可
③冬場は、茅ケ崎市萩園産の有機九条ネギ
　を使ってます

茅ヶ崎市東海岸北1-5-4
サザングランドハイツ地下１階
電話：0467-84-9360

カナリヤ

①メニュー内容は日替わりになります
¥　￥500＋税～
②デリバリーは不可
③野菜は地物中心です

茅ヶ崎市東海岸北2-3-34
電話：0467-81-4394

黒糖茶房

①黒糖ドライキーマカレー￥750
②デリバリーは不可
③野菜は茅ヶ崎産を基本使用しています

茅ヶ崎市新栄町13-7
ライオンズマンション茅ヶ崎第二103
電話：0467-87-7729

とり介 北口店

茅ヶ崎市美住町5-1
電話：0467-86-5455

炭火焼食堂 
ピカピカ 本店

①焼き鳥各種￥150～
②デリバリー要相談
③茅ヶ崎市芹沢のしまじろう農園さんや、
　地元の八百屋さんから仕入れた野菜を
　使用しています！

茅ヶ崎市東海岸北2-1-4
電話：0467-88-0805

クーカイ

①手羽先のニョクマム揚げ４本￥800～

②デリバリーは不可
③ご注文頂いてから調理しますので、
　1時間前までにお電話お願いします
　前日まででしたらメールでも対応致します

茅ヶ崎市共恵1-3-14
電話：0467-87-3930

アフアフ・
サウスロコスタイル

①お弁当￥500＋税
②配達は￥2,000以上
③地域の野菜を使用

茅ヶ崎市共恵1-1-7
小林ビル２階
電話：0467-88-2043

シェ・ヒャクタケ

①ランチお弁当￥800～
　海の幸とお野菜のゼリー寄せ￥900＋税
　和牛ほほ肉の赤ワイン煮￥1,200円＋税

②デリバリーは不可
③地域の野菜を使用

茅ヶ崎市柳島1840 浜前ハイツ1F
電話：0467-38-6712

カリフォルニア
ポキカンパニー

①サーモン&アボ Mサイズ￥950＋税
　メキシカン Mサイズ￥1,050＋税

②デリバリーは不可
③地の白身魚や茅ヶ崎の実家で採れた
　野菜なども使っています‼

茅ヶ崎市共恵1-8-23
電話：0467-33-5135　

ALBERO

①ALBERO弁当￥2,000
　自家製パスタソース約2人前￥1,200

②デリバリー要相談
③当店のお料理は「海辺の朝市」の生産者
　から頂くお野菜を中心にしたお料理を
　イタリアンテイストでご用意しています

アルベロ

※状況により店内メニューテイクアウト可

②現在準備中です。お問い合わせください
③プレンティーズの日本一生チョコアイスや
　5つ星お米マイスターでもある中丸屋さんの
　美味しいお米を使っています

①焼き鳥1本￥90＋税～　お弁当￥500＋税

※ご家族で楽しめるオードブルもご予算で
　お作りします

テイクアウトご予約承ります！（引渡し時間 18:00-22:00）

17：00
まで

茅ヶ崎市中海岸1-1-64
電話：0467-82-9540

ミヤコヤ

①お弁当￥1,000

②デリバリーは不可

③茅ヶ崎産の材料も使ってて、調味料にも
　かなりこだわっています

要相談

15：00
から

15：00
から

18：00
から

15：00
まで

15：00
から

17：30
まで

※オードブルもご用意できます

※オードブルもご用意できます

テイクアウト可能な時間帯

要相談

#茅ヶ崎foodaction #茅ヶ崎フードアクション でSNS投稿して下さい。グループへのご参加お待ちしております。

2.2.

1.1.

折りたたむ際に折りたたむ際に
反対側の折り込み部分に
はさみ込めばはさみ込めば
よりスッキリ収まります

　　

「「コロナ自粛の影響を受ける飲食店。コロナ自粛の影響を受ける飲食店。
お弁当やテイクアウトをスタートする店が増える中、情報をリスト化でお弁当やテイクアウトをスタートする店が増える中、情報をリスト化で
きればと思い作成した発信グループです。全国的にそして茅ヶ崎でも同きればと思い作成した発信グループです。全国的にそして茅ヶ崎でも同
じような動きがありますが、このような動きは多くて良いと個人的にはじような動きがありますが、このような動きは多くて良いと個人的には
思います。要は地域の飲食店を利用して支援しようという意識を皆んな思います。要は地域の飲食店を利用して支援しようという意識を皆んな
で高めて認知されれば。」茅ヶ崎 foodaction フェイスブックよりで高めて認知されれば。」茅ヶ崎 foodaction フェイスブックより

　　学校がお休みになって子どもたちの食事に頭を悩ませている皆さん学校がお休みになって子どもたちの食事に頭を悩ませている皆さん
やテレワークになってランチが偏ってしまった皆さん。おいしいお店のやテレワークになってランチが偏ってしまった皆さん。おいしいお店の
料理をテイクアウトしませんか？料理をテイクアウトしませんか？
　チラシは茅ヶ崎観光協会や協力店の店先で配布。またはフェイスブッ　チラシは茅ヶ崎観光協会や協力店の店先で配布。またはフェイスブッ
ク「茅ヶ崎 foodaction テイクアウトできる店」で検索。ク「茅ヶ崎 foodaction テイクアウトできる店」で検索。

いい

ハンカチマスク
の材料
・ハンカチ 1枚
(50㎝× 50㎝ )
・ヘアゴム 2本
( 柔らかい大きめの
ゴム )

ハハハハハハハハハハハハ
のののののののののの
・・
(5(5
・・
((
ゴゴ

両端をゴムの位置で折る両端をゴムの位置で折る3.3.

顔にフィット
するように
上下を引っ張
り調整します

4.

　　必要な外出の際、マスクをしたくても相変わらず入手は困難ですね。そこで、必要な外出の際、マスクをしたくても相変わらず入手は困難ですね。そこで、
裁縫ができなくでも、簡単にマスクが作れる方法がありますので紹介します。裁縫ができなくでも、簡単にマスクが作れる方法がありますので紹介します。

顔顔
すす
上上
りり

完成！完成！



〒 253-0083　茅ヶ崎市西久保 1 3 1 2 - 1　ASA 鶴が台

応
募
券(　
月
号
）

ご希望品番号 (　　　 　　　)     
お名前

お電話

ご住所

　（ペンネーム　　　　　）

 あさひ タウンメイトプレゼント係
年齢

応募券に、●ご希望品番号●お名前●ご住所●電話番号をご記入の上、
ハガキに貼って郵送、または FAX にてご応募下さい。
（応募券を販売店に直接お持ちいただいても結構です。）
※応募券を貼らない場合、コピーによる複数枚の応募は無効となります。

応募要項

宛先
FAX  0467-51-3941 5 月 10 日必着

2020.4 月号応募データ
応募総数 101 通

①プロ野球選手写真名鑑 2020        
　　　　　　27 通 (5 名当選）
②イオンシネマ茅ヶ崎
  　　　　　   19 通 (5 名当選）
③川瀬巴水展   　　　　　　    
　　　　　　11 通 (5 組当選）

５

ＰＲＥＳＥＮＴ
お申込 FAX 番号お申込 FAX 番号ご応募〆切　

　1010日必着

ご招待券プレゼント ご招待券プレゼント  2020.5

0467-51-39410467-51-3941
「ASAメンバーズ倶楽部 」優待チケットプレゼント

箱根ガラスの森美術館

5 組 10 名様

箱根町仙石原

　こちらのチケットは応募対象者様を「ASA メンバーズ倶楽部」
会員様限定とさせて頂いていますので、メンバーズ以外のお客
様からのご応募は無効となります事をご了承ください。
　会員資格に関してご不明な場合は下記までご連絡下さい。

　フリーダイヤル 0120-51-1426

　いつもあさひタウンメイトをご愛読ありがとうございます。
この度のコロナウィルスの影響で、やむなくイベント等の変更、
中止が出る事がございます。当選された招待券をお使いの際は
ホームページなど主催者側にご確認の上お出かけ下さい。

あさひタウンメイトからのお知らせ

1

2

ヨーロッパの宝石箱
リヒテンシュタイン侯爵家の至宝展

◆会期　開催未定～ 2020.11 月 3 日 ( 火・祝 )　 ◆会場　ポーラ美術館　◆休館日　会期中
無休　◆開館時間　9:00 ～ 17:00 ※入館は 16：30 まで 　◆観覧料金　大人
1,800 円 / シニア割引（65歳以上）1,600 円 / 大学・高校生 1,300 円 / 中学生以下無料　
◆問合せ　0460-84-2111（代表）

　クロード・モネ（1840-1926）とアンリ・マティ

ス（1869-1954）は、庭や室内の空間を自らの

思うままに構成し、現実世界のなかにいわば人工

的な「楽園」を創り出した点において、深く通じ

合う芸術家であると言えます。モネの庭と、マティ

スの室内。彼らの「楽園」は、欠くことのできな

い主題であると同時に、制作の場であり、生きる

環境でもありました。本展覧会では、ふたりの芸術家がいかにして「楽園」を創り上げ、

作品へと昇華させていったのかを検証します。

ポーラ美術館
開催未定～ 2020.11.3( 火・祝 ) 

モネとマティス
―もうひとつの楽園

クロード・モネ《睡蓮の池》1899年 
ポーラ美術館

5 組
10 名様

《静止の空間》 1983 年　油彩、カンヴァス　横浜美術館蔵

　國領經郎（こくりょう・つねろう　1919

年～ 1999 年）は、砂丘や砂浜を舞台とし

た情感豊かな絵画作品を数多く描いたことで

知られる、日本芸術院会員で日展を中心に活

躍した、戦後日本を代表する洋画家のひとり

です。本展は、國領の生誕 100 年を記念し、あらためてその画業を見つめ直そうとす

るもので、出身地・横浜の横浜美術館と、鳥取県立博物館、酒田市美術館が所蔵する國

領作品を中心に構成する回顧展です。初期から晩年までの代表作を紹介しながら、國領

が表現しようとしたもの、砂のイメージに託そうとしていたものとは何かを探ります。

◆会期　開催未定～ 2020 年 6 月 7 日 ( 日 ) ◆会場　茅ヶ崎市美術館　◆休館日   月曜日 ( た
だし 5 /4 は開館 )、5/7( 木 )、5/12( 火 )　◆開館時間　10:00 ～ 17:00( 入場は 16:30 まで )　
◆観覧料金　 一般 800 円 / 大学生 600 円 / 市内在住 65 歳以上 400 円※高校生以下、障がい
者およびその介護者は無料　◆問合せ 　0467-88-1177

茅ヶ崎市美術館
開催未定～ 6.7( 日 )

5 組
10 名様

生誕 100 年　國領經郎展  
ー静寂なる砂の景ー

朝⽇新聞経営研究センターからのお知らせ

ASA 茅ヶ崎鶴が台・ASA 寒川ではスタッフを募集してASA 茅ヶ崎鶴が台・ASA 寒川ではスタッフを募集して
おります。おります。

・・朝夕刊新聞配達 (正社員、アルバイト )
※採用に関するお問い合わせはこちらまで※採用に関するお問い合わせはこちらまで

ASA茅ヶ崎鶴が台　0120-51-1426

スタッフ大募集

ご愛読者の皆様へ

https://33.asahi.com/apply/w/reader/ 

にアクセス
QR コードはこちら⇒

新聞代をスマホから簡単に
　　　　　クレジット払いに変更できます。

モネとマティス―もうひとつの楽園

2021.3.31( 水 ) まで有効

ポーラ美術館

5 組 10 名様

3
生誕 100 年　國領經郎展  ー静寂なる砂の景ー

茅ヶ崎市美術館

5 組 10 名様

4 5 組 10 名様

東京富士美術館

2020.7.5( 日 ) まで有効

ART in LIFE, LIFE and BEAUTY
アート・イン・ライフ展

5 2020.7.5( 日 ) まで有効

サントリー美術館

3 組 6 名様

鎌倉文学館
「没後 10年　井上ひさし、鎌倉の日々」

6 3 組 6 名様2020.7.5( 日 ) まで有効

7
一条恵観山荘

2020.7.31( 金 ) まで有効

鎌倉市長谷

鎌倉市浄明寺

庭園入園ご招待券
5 組 10 名様

8
横浜ランドマークタワー　展望フロア
スカイガーデン

2020.7.31( 金 ) まで有効

横浜市西区みなとみらい

5 組 10 名様

9
横浜大世界
アートリックミュージアム

2020.7.20( 月 ) まで有効

横浜市中区山下町

3 組 6 名様


