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募集開始！

JR稲毛駅長と行く、
千葉のたび 第3弾！！
大好評企画、駅長と列車で行く日帰り
旅行第3弾、
「石と芸術のまち 金谷散策
と海鮮丼」〜鋸山からの眺望と、金谷港
で海鮮丼を満喫〜を開催します！
◆日時

5月17日（火）JR稲毛駅9：32発

（ダイヤ改正後、時刻が変更になる可能性があります）

◆料金

一般

6,800円（子供5,800 円）
5,800円

いいね稲毛！応援団

◆旅行代金に含まれる内容

往復のJR乗車券・昼食１回（海鮮丼）
・
鋸山ロープウェー乗車券（往復）

◆お申込：びゅうプラザ稲毛駅
TEL.043-247-6711
【総合旅行業務取扱管理者 小島直美】

営業時間 平日：10時〜19時、
土曜：11時〜18時、日曜･祝日：休業
◎最少催行人員2名。添乗員は同行しません。お申込
の際には別途お渡しする旅行条件書をお受け取りに
なり十分にお読みください。
◎旅行代金には、明示された交通費、食事代等、消費
税等諸税、サービス料が含まれています。詳しくは専
用パンフレットをお読みください。

稲毛になにか協力できることはないかと
思い、参加しました。とにかくたばこの吸い
殻が多い！朝早く、普段なかなか見ること
のない景色をウォーキングしながら行うゴ
ミ拾いは、
健康的だし、
新鮮です。

どなたでも
参加できますので、
お気軽に
お越しください♪

いいね稲毛！では毎月第3土曜日（雨の場合は翌日）、
朝7時よりJR稲毛駅ロータリー並びに
毎回違ったルートで
稲毛駅周辺のお掃除を行っています。

●本宮桂太（FITNESS LABO REBORN）

朝の散歩という感じ

旅行企画・実施：株式会社びゅうトラベルサービス
観光庁長官登録 旅行業第1135号
東京都墨田区錦糸 3-2-1
一般社団法人 日本旅行業協会 正会員
受託販売・協賛：東日本旅客鉄道株式会社
東京都知事登録 旅行業第2-2743号
東京都渋谷区代々木2-2-2
一般社団法人 日本旅行業協会 協力会員

稲毛活性化プロジェクト

で参加しています。

【いいね稲毛！】
2015年活動報告

新しい出会 い 、稲 毛
の新発見があって楽
しいですよ！
●佐藤里美（串焼屋 鉄）

17日

朝の掃除は大変気持ちが良いです。早朝の起床によりすがす
がしい朝が迎えられますし、
１日が有効に過ごせます。
また、新しい交流ができ、顔見知りが増えます。ポイ捨て等の
軽犯罪が重犯罪の呼び水になるともいわれていますので、住
民の皆さんが繋がることにより、犯罪防止にも役立つではな
いかと考えます。
大人から子供までみんなで一緒にお掃除をすることにより、
稲毛が安全でより住みやすい街になっていくことを心より
願っております。
●いいね稲毛！環境委員会

いいね稲毛！新入会店舗

いいね稲毛！新入会店舗

TEL:0120-441-450
稲毛駅徒歩１分！
40歳以上のボディメイクと小顔専門スタジオ
パーソナルトレーニング・整体・エステが
一つになったREBORN

tel.050-3592-4348
http://ameblo.jp/topaz-lamp/
k̲topaz̲lamp@yahoo.co.jp

「INAGE TIMESを
見た」
で、

片岡事務所 無料相続税診断
TEL.043-306-1075
（先着10名様）

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

7月

FOOD BAR

GrandLine
毎年恒例！浅間神社夏の大祭

モヒートブース
癒しの隠れ家

税理士 行政書士 FP

各店舗、素敵なライブで盛り上がって
います！詳しくはフェイスブック、また
は各店舗へお問い合わせください。

いいね稲毛！新入会店舗

トパーズランプ

相続 遺言 税金 保険

石塚克宏（空手道 武現塾）

毎月17日はいなげの日

topaz'lamp

千葉市稲毛区小仲台7-9-2
TEL 043-207-8710
18:00〜03:00 L.O. 02：30／無休

お立ち寄りいただきありがとうござい
ました！

11月

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！

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

稲フェス2015

駅コンサート、パフォーマンスステー
ジ、アートフェスティバルと、稲毛の街
中が盛り上がりました。

メッセージリンク

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。

空手道 武現塾

▼

「つながる、
広がる、
稲毛の輪」 Advanced Hair
100年の時を刻む
老舗時計店

大塚時計店

稲毛東3-8-10
TEL.043-243-9571
10：00〜19：00／日曜・祝日休

三代目・大塚 定さん

石塚師範はアドバンスドヘアー開業時から16年
ずっとご来店いただいている、大切な常連のお
客様です。師範の紹介で武現塾の生徒さんも多
くご来店くださっています。ヘアカット中は石塚
師範の空手にかける思いや、私のヘアコンテスト
のアツい話でいつも盛り上がります。
師範に「いいね 稲 毛！」入会をお誘いした際、

稲毛駅西口、浅間神社に向かう通りの左側に、老舗時計店があ

「やります！一緒に稲毛を盛り上げましょう！」

るのをご存知ですか？このお店なんと、今年で100年目を迎え

と、とても力強い言葉をいただいたのを、今もは

るすごい時計店なのです。

っきりと覚えています。スタジオアドバンス開業

初代・大塚栄三郎さんが1916（大正5）年、稲毛で開業。100年

時には空手スクールのオープンをすぐに決定して

前と言えば世界は第一次世界大戦の真っ只中。2度の大戦を

くださり、不安な時期にとても心強く支えてい

生き抜き、
時計一筋の人生であったそうです。

ただきました。師 範 、こ れ からも「い い ね 稲

二代目・豪さんが1964（昭和39）年、東京オリンピックの年に

毛！」をよろしくお願いします。

現在の場所へ移転し、現在は三代目・定（さだむ）さんが大塚時

（Advanced Hair 榊原 伸也）

師範は漢の中の漢！
左）
空手道 武現塾
石塚 克宏さん
右）
Advanced Hair
榊原 伸也さん

空手道 武現塾

千葉市稲毛区小仲台8-2-2 2F
☎043-256-4026
火曜・金曜 19:30〜21:30／木曜 17:30〜21:00
土曜 16:30〜19:00／日曜 10:30〜12:00
幼稚園年中の子どもから50歳オーバーの方まで、様々なみなさん
が道場で汗を流しています。心と身体を鍛えたい、メタボ対策、選
手として大会で優勝したい、そのような方々、お待ちしております。
◎次回は石塚さんが つながり のお店を紹介してくれます。お楽しみに。

計店の看板を守っています。
「修理出来ない時計などありませ
ん」とやさしい笑顔で語る定さんですが、栄三郎さん、豪さんか
ら受け継いだ時計職人の腕と誇りは一級品。最高の技術にて
日々持ち主に想いを込めて修理していらっしゃいます。
嬉しいことに電池交換は750円（税込）という低価格で、最近は
「インターネットで見た」
といって来店する若者も多いそうです。
店内には、指輪など貴金
属も扱っていて、ほぼ50%

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！（2016年6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。

いなけん 稲毛検定
Q1
Q2いなけん？ イQ3
ベント？

vol.12

千葉県総合スポーツセンターで

稲毛東の老舗・大塚

いいね稲毛! で毎月第3土曜

的。愛用の時計を持って、

昭和48年に開催された国体は？

時計店。
開業年号は？

に行われている活動は？

是非一度足を運んでみて

①渦潮国体

①明治5年

①ライブ流し

ください。

②若潮国体

②明治15年

②お掃除大作戦

③朝潮国体

③大正5年

③サポート店の全体会議

OFFと言う値引きも魅力

※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。

Vol.11の答え 問1／③平成9年

回答はこちらから

問2／②千葉女子高等学校

問3／③ドイツ

■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〜／FOOD BAR GrandLine
［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／REBORN／癒しの隠れ家 topaz'lamp
［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／at design
［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
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