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2012年から毎年いいね稲毛！が主催している「JR稲毛駅コンサート」。
4年目を迎える2015年はさらにパワーアップして
稲毛の街中で音楽あり、ダンスあり、アートありの“稲フェス2015”を開催します！

12：10～12：50
敬愛学園高等学校 吹奏楽部
「ディスコ・パーティー」「津軽海峡・冬景色」

「Choo Choo Train」ほか

13：10～13：50
千葉県立千葉女子高等学校 合唱部
「風になる」「ルージュの伝言」「ふるさと」ほか

14：20～15：00
千葉市立千葉高等学校 吹奏楽部
「銀河鉄道999」「となりのトトロ」「ウイアー」ほか

毎年恒例
駅コン♪

11月15日　 12：00～15：00
◆JR稲毛駅構内　◆観覧無料　◆MC にほんしゅ（漫才コンビ）

地元高校による駅コンサート
日

16：00～16：45
稲毛合唱サークル
童謡・唱歌、昭和歌謡などを
中心に元気にうたいます。

◆スタジオアドバンス（稲毛東3-16-2 リカープラザビル4F／JR稲毛駅西口ロータリー前） 

パフォーマンスステージ
11月15日（日）16：00～19：00

16:45～17:15
レセフェールバレエ
子どもたちの、可愛く凛とした
演舞が印象的です。

17:15～18:00
プアマエオレフラスタジオ
”プアマエオレ”とは「永遠に咲き続
ける花」。笑顔で踊ります。

18:15～19:00
ダイアモンド

ベリーダンスカンパニー
ダンサーが美しく、華麗に舞います！

投げ銭流しライブ！ チャージ

投げ銭

11月16日（月）

11月17日（火）

アーティストに
お気持ちをお支払いください

JAZZ流し

19：00～ 
　カレーレストラン シバ
20：20～ 
　焼酎ダイニング なべ忠
22：00～ 
　Bar pique pique

20：30～ 
　グラッシー
21：00～ 
　イタリアンダイニングバー Babe
21：45～ 
　ペーパームーン

高橋 保行
（トロンボーン）

弾きがたり
宙（sola）

手品
マジシャンよねくん

20：00～ 
　パスタハウス プリモ
21：00～ 
　焼酎ダイニング なべ忠

19：00～ 
　izakaya 銘酒の里
20：00～ 
　食ん菜

ベリーダンス
ダイアモンド
ベリーダンスカンパニー

田島 拓
（ギター）

各店舗の詳細はホームページをご確認ください

稲毛アートフェスタ
観覧無料

11月8日（日）～17日（火）
絵 画

ブルーレース.ジュエリー工房　☎043-253-8927
◆小仲台3-7-13　◆10:00～18:00　◆水曜・日曜休

鈴木 和子 ◎静物水彩画を展示します

写 真
Bar pique pique　☎043-284-6260
◆小仲台2-10-10-202　◆19:00～05:00　◆無休

横山 俊平 ◎フィルムならではのやさしいモノクロームの世界

現代アート
パスタハウスプリモ　☎043-253-7786
◆小仲台2-7-12　◆11:30-22:00　◆月曜休

上田 靖之 ◎稲毛が誇る、現代アートの巨匠

曼荼羅アート
美容室 Apakabar　☎043-253-7702
◆小仲台2-8-20 2F　◆9:30～18:30　◆火曜休

福谷 多香映 ◎美しい曼荼羅の世界をお楽しみください

現代アート
Lounge Aka-Tombo　☎043-245-1431
◆稲毛東3-16-2 3F　◆10：00～17：00、19：00～24：00　◆土曜・日曜休

山田 治作 ◎今春パリのルーブル美術館で披露された作品を展示 

絵 画
美容室ロマンティックローズボンボン　☎043-245-2100
◆稲毛東3-15-11 2F　◆9:00～19:00　◆火曜・水曜休

後藤 直子 ◎ヨガの先生が描く癒しの油絵

絵 画
パソコンスクール Flower　☎043-243-3003
◆稲毛東3-3-9-101　◆10:00～20:00（日曜 10:00～17:00）　◆月曜休

太田 健一 ◎スクールオーナーの大作「君住む街へ」

習 字
華葉軒　☎043-248-3385
◆美浜区高浜2-2-1（千葉市地方卸売市場内）　◆5:00～14:00　◆日曜休

稲毛習字教室 ◎子供たちの力強い習字作品が一同に並びます

写 真
食ん菜　☎043-290-0608
◆小仲台2-10-14 2F　◆11:00～15:00、17:00～03:00　◆無休

mori yasukuni  ◎千葉大教授が切り取る風景写真

稲毛で
「芸術の秋」を
　　満喫！

2015

観覧無料

稲毛駅前店一周年
ありがとうキャンペーン実施中！

プレゼント
引換券

税理士 行政書士 FP

片岡事務所

相続 遺言 税金 保険

TEL.043-306-1075
〒263-0051 千葉市稲毛区園生町390-47
http://www.kataoka-office.jp/

「INAGE TIMESを
見た」で、
無料相続税診断
（先着10名様）

西口店
健康アロマサロン

043-376-4425

電話予約時に
「INAGE TIMESを見た」で、
（先着10名様）

稲毛区稲毛東4-2-17
8：00～24：00／年中無休

500円OFF

KODOMO新聞、中高生新聞、

お試し1週間無料 
ＹＣ稲毛東部 ℡.043-254-1257 
ＹＣ稲毛 ℡.043-273-8651

自力で進学する !  
入学金、授業料、施設費、諸経費、無料。

更に給料、賞与あり。
進学してバイトに明け暮れるなら
新聞奨学生を利用するしかない！

〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台3-7-13　TEL 043（253）8927
◎営業時間 10:00～18:00　◎定休日 水・日曜日

ジュエリーリフォーム
キャンペーン実施中！

10％OFF
期間:2015年12月末まで／このクーポンを切り取ってお持ちください



発行：稲毛活性化プロジェクト いいね稲毛！
〒263ー0031 千葉市稲毛区稲毛東3ー16ー2（リカープラザ大越酒店内）
☎043ー204ー8215  　 043ー203ー4077 　　office@1117inage.net 
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瀟洒なレンガ造りの建物がひと際目を引くバーデンバーデン。
1980年創業の老舗レストランです。
オーナー兼シェフの河合俊幸さんは24歳で渡欧。ドイツのバーデ
ンバーデンにて修行をスタートさせました（初めての修行の地が
そのまま店名になっています！）。その後イギリス、ベルギー、フラ
ンスなど様々な土地で修行を重ね、現在はフランス料理の調理法
を基本に、オリジナリティ溢れる創作欧州料理を提供しています。
料理はもちろんのこと、デサート類にも妥協はせず、ケーキも
シャーベットも全部手作り。大根もグラッセしてスイーツになって
しまうほど！本場ドイツの香り漂う店内で、ヨーロッパの味に舌鼓
み。思わず稲毛にいることを忘れてしまいそうです。
おすすめはトマトスープ（500円）、アイスバイン（豚肉を煮込んだ
もの。ドイツを代表する家
庭料理。1/2サイズ1,500
円）、レバーステーキ（1,200
円）など。料理ひとすじで
もうすぐ60年。「仕事は長
く生涯続けることが大切で
す」と笑顔で話される姿が
印象的でした。

レストラン
バーデンバーデン
小仲台7-27-1
TEL.043-287-2299
11：00～14：30、17：00～21：45
火曜、第1・3月曜休
＊料金は税別です。

オーナー兼シェフの河合俊幸さん

ラストエンペラー実弟夫妻の幸せを紡いだ家Inage Column
いなげ・こらむ Vol.11

●書家としても知られる溥傑

溥傑は中国の現代三筆に数えられる書家としても知られていま

す。「ゆかりの家」館内には溥傑の作品が数多くの写真や資料と

ともに展示されています。中でも浩夫人が亡くなった3年後に詠

まれた漢詩二首には、短かった稲毛での新婚生活と浩夫人への

想いが綴られており、最期まで妻を愛した溥傑の強く心優しい

人柄が偲ばれます。

「千葉市ゆかりの家・いなげ」は、1987年公開の映画「ラストエンペラー」の主人公としても知られる中国清朝最後の皇帝・愛新覚羅

溥儀の実弟、溥傑・浩夫妻が新婚生活を送った場所です。今回は夫妻の半生と、今もなお色あせない建物の魅力をご紹介します。

●別荘として建てられた貴重な建築
風情ある建物は大正初年の建築。当初は東京の鈴木家（水飴屋

「笹屋」）所有の別荘だったそうです。広々とした和室と趣のある

洋室を備えた母屋に加え、書斎として使われた離れもあります。

当時は海が見え、波音が聞こえたであろう中庭からは、今も浅間

神社の鳥居が見えます。仲睦まじかったふたりのここでの新婚

生活は、穏やかで幸せなものだったのでしょう。

「千葉市ゆかりの家・いなげ」は稲毛浅間神社のすぐそば、JR稲

毛駅と稲毛海岸駅のちょうど中間あたりに位置しています。

秋の休日のお散歩がてら、ぜひ訪れてみてください。

●時代の波を乗り越えた夫婦愛
日本の陸軍歩兵学校に在籍

していた溥傑が、昭和天皇の

遠縁にあたる嵯峨 浩と結婚

してここに居を構えたのは

1937（昭和12）年4月のこ

とでした。

およそ半年で満洲国の首都・

新京へと渡り稲毛の地を去っ

たふたりの運命は満州国の

崩壊とともに時代の波に翻弄

され、16年間も離ればなれの日々を送ることになります。浩夫人

の半生は「流転の王妃」として出版され、京マチ子主演の映画

（1960年公開）や常盤貴子主演のドラマ（2003年放映）にもなり

話題を呼びました。1972年に日中国交が正常化されると、溥傑夫妻

はたびたび日本を訪れ、日中友好の架け橋として活躍しました。

溥傑ゆかりの品々が展示されている館内 稲毛への想いが綴られた書

ふ　けつふ　  ぎ ひろ

千葉市ゆかりの家・いなげ（愛新覚羅溥傑仮寓）
あい しん    かくら     ふけつ     かぐう

昭和12年4月に行われた結婚式

【場　　所】 千葉市稲毛区稲毛1-16-12 【電話番号】 043-244-5370
【アクセス】 JR稲毛駅から徒歩14分 【 入館料】 無料
【開館時間】 9：00～16：30 【ホームページ】 “ゆかりの家 いなげ”で検索
【休館日】 月曜・祝日（5月3～5日除く）・年末年始（月曜祝日は、その日と火曜日）

取材協力
千葉市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

写真はランチの一例。
スープ、メイン、パン
orライス、デザート、
飲物が付き1300円。

■いいね稲毛！サポーター店　［食べる・飲む］ Bar ピケピケ／Lounge Aka-Tombo／Jazz Spot CANDY／焼酎ダイニング なべ忠／Bar ムーンティアーズ／カウンターパブ ビリーヴ／izakaya銘酒の里
鶏料理専門店 鶏三／炭火やきとり 鳥繁／和創旬彩くうひな／居酒屋 魚菜蔵／イタリアンダイニングバー Babe／カレーレストラン シバ／串焼屋 鉄／ホルモン闇番長 稲毛店／ミュージックバー フルハウス／屋台拉麺 一's （いちず）
鮮炉端酒房うんめいや／GLAMOROUS／パスタハウス プリモ／Bar ペーパームーン／中華食堂 華葉軒（千葉市地方卸売市場内）／ダイニングバー 食ん菜／自家製太打麺 勢拉 稲毛店／First Marine～Glassy～
［買う］ リカープラザ大越酒店／ブルーレース.ジュエリー工房／菓子･茶の専門店 茶の和　［美容・健康・癒し］ 美容室 ロマンティックローズボンボン／美容室 Apakabar／Advanced Hair／なみき歯科医院
耳つぼダイエット リフレッシュ稲毛駅前店／OBMボディバランスセラピー／アロマサロン ヌーベルコピーヌ／いなげ駅前整骨院／エステティックサロン ラン･アンベリール／ネイルサロン Burny／夢の樹 ViVi稲毛店
［学ぶ］ パソコンスクール Flower／響カラオケボーカル教室／空手道 武現塾／キックボクシングジム マスターズピット／海老原ダンススクール／レンタルスタジオ アドバンス／レセ・フェールバレエ 稲毛教室
［ビジネス］海浜不動産株式会社 稲毛本店／メッセ・セキュリティ株式会社／税理士 行政書士 ＦＰ 片岡事務所／司法書士 好井秀行事務所／いなげ司法書士・行政書士事務所／アーティフェイス
［その他］ 須藤材木店／読売新聞 稲毛／読売新聞 稲毛東部／ライブハウス 稲毛K'sDream／ふれあい型リハビリ デイサービス ちゃお

■いいね稲毛！スポンサー企業　有限会社飯田産業　千葉信用金庫稲毛支店

いなけん？　イベント？

「つながる、広がる、稲毛の輪」
メッセージリンク

榊原さんとの出会いは、昨年の稲毛ゴルフ部の忘年会にお互い参加
したことがきっかけです。千葉のシミュレーションゴルフでご一緒し、
そこからプライベートでゴルフに行く仲となりました。
それ以来、事あるごとに相談にのってもらったりお店を利用して頂い
たり、お兄さん的な存在となりました。稲毛を熱くしたいという思い
に共感し、色々な行事にお声がけいただきながら、一緒に新しいこと
にチャレンジしています。（Glassy［グラッシー］坪井良太）

いいね稲毛！ サポーター店店主がリレー形式で
関係の深い店主を紹介するコーナーです。

※応募に際して提供された個人情報については、本検定に関わる事項のみに使用され、
　その他の目的には使用されません。

いなけん 稲毛検定vol.11
稲毛のこと、もっと学んでみませんか？［いなけん］に答えて、いい
ね稲毛！ホームページよりご解答ください。全問正解された方に
は抽選で10名様にINAGE TIMESがファイルできるバインダー
をプレゼント！ （2015年12月末日〆切）当選発表は賞品の発送
をもってかえさせていただきます。

Q1
ゆかりの家、一般公開
開始年は？

①昭和12年
②昭和47年
③平成９年

Q2
11月15日駅コンサートに参加す
る高校で創立が最も古いのは？

①敬愛学園高等学校
②千葉県立千葉女子高等学校
③千葉市立千葉高等学校

Q3
老舗レストラン「バーデンバー
デン」。シェフが修行した国は？

①アメリカ
②オーストラリア
③ドイツ

Advanced Hair
千葉市稲毛区稲毛東4-2-14　☎043-246-2864
営業時間／9:00～19:30
定休日／毎週月曜、第2・3火曜 ※祝日は営業
流行のスタイルから髪のお悩み相談、頭皮ケア、お顔の
マッサージメニューも充実のメンズグルーミングサロンで
す。素敵な笑顔は素敵なヘアースタイルから。
◎次回は榊原さんが“つながり”のお店を紹介してくれます。
　お楽しみに。

稲毛のお兄さん、これからも
よろしくお願いします！！
左）Advanced Hair 
　 榊原 伸也さん
右）グラッシー
 　坪井 良太さん

Vol.10の答え　問1／①気球　問2／②イギリス積　問3／③がんもどき

Glassy（グラッシー） ▼Advanced Hair

回答はこちらから


