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トップインタビュー

清水市長 今後連携していくとしたら、一番大きいのは
交通でしょう。勤めで行き来する人は多いのに、刀水橋
月、ラグビーのトップリーグを熊谷市で開

が狭い。渋滞に巻き込まれると大変です。
富岡市長
催した時に、パーク・アンド・ライドの実証実験を行い
ました。いくら公園に駐車場があるといっても、 万人
規模のお客様の駐車場は用意が難しいですから。観戦す
る人が太田市役所の駐車場に車を停め、そこからはバス
で会場まで行ってもらう。そういう試みを繰り返して行
けば、自然とつながりができていくと思います。
清水市長 江戸時代の献上松茸を再現する「松茸道中」
でもお世話になっています。大光院から妻沼の聖天山ま
で、今年は100人くらい参加しました。
富岡市長 川一本隔てると、急に文化も情報も遮断され
ている気がします。例えば聖天山が2012年に国宝に

号が止まるの？ 国道を止めるってなかな

かないですね。
んが、まちの中で仕事も遊びも自己完結ができる集中度

富岡市長 太田市から直接東京に出づらいかもしれませ
はいいですよね。我々のところは歴史あるまちなんです
が、ちょっと時間があれば仕事も買い物もバーッと外に
行っちゃう。太田市の中心性、うらやましい。
清水市長 太田市はこれからさらに拍車をかけて、新
たに工業団地を作ろうとしているんです。県に頼らず
に、できるだけ自立、独立してやろうと、職員もそう
いう気概でやっています。全国的にも内陸の工業地帯
として名前が上がってきている。太田市はものづくり
のまち、工業のまちとして特化して、雇用の場を作り
たい。そうしていけば、たぶん人口はそんなに減るこ
とはないと思います。

ラグビータウン熊谷市
医療充実の太田市
富岡市長 熊谷市は人口が減少傾向にあるんです。そこ
で熊谷市人口ビジョン・総合戦略を策定して、新規転入
の新幹線通勤者をサポートしたり、定住促進に取り組ん
でいます。子ども医療費の無料化も高校まで拡大し、暑
さ対策日本一としてトップランナー賞を何年も連続して
いただいたりしています。住みやすい、暮らしやすい環
境づくりに力を入れています。
せてもらっています。太田市ではバスについて考えてい

清水市長 熊谷市の新幹線は本当に便利で、いつも使わ
ます。今、群馬大学が自動運転のバスの実証実験を進め
ていて、そう遠くないうちに実用化されるでしょう。そ
れを太田〜熊谷間で取り入れれば、太田の人も妻沼地域
の人も駅まで行きやすくなる。群大と一緒になって、自
動運転バスに取り組んでいきます。
富岡市長 熊谷市はラグビーW杯2019の開催会場で
す。熊谷ラグビー場が1991年 月に完成したんです
が、同じ年の 月には熊谷工業高校が全国高校ラグビー
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大会で優勝。いいめぐりあわせで、一気にラグビー人気
が高まりましたね。
清水市長 ラグビー場のある熊谷スポーツ文化公園の施
設もすごいですね。太田市で公園を整備するときも、池
やトイレなど参考にしましたよ。籠原地区の別府沼公園
も、自然を生かした公園づくりをしている。太田市民も
気軽に遊びに行ってほしいですね。
元ですからどんどん利用していますね。くまがやドーム

富岡市長 スポーツ文化公園は県の施設なんですが、地
には日本で一番広い屋内のテニスコート場があります。
太田市は医療面が充実しているといえま

熊谷市の宝ですね。
清水市長
す。太田市は熊谷市からの救急車を受けていますよね。
2012年 月に新築移転した太田記念病院は、群馬県
東毛地区の第三次救急病院。407号線を見ていると熊
谷市からの救急車をよく見かけますよ。
富岡市長 医療は我々の課題でもあるんです。太田市に
もお世話になっていますが、自分たちでもしっかりやっ

ランド大会、今年の五輪で、ラグビーを面白いと思った
人が増えたかもしれませんね。熊谷市のNPOでアルカ
ス熊谷というチームがあるんですが、女子 人制五輪代
表のほとんどの選手がそこから選ばれています。
清水市長 そうなんですか。そういうことを、太田市の
人はよく知らないでしょうね。ラグビーはまだまだ特別
な人がやるイメージがある。

清水市長 ネット社会といいながら、新聞の持つ力は強い。

なかなかうまく伝わっていかない。

富岡市長 利根川で遮断されている情報の一つですね。

清水市長 太田市は新しい市民会館がやっとできます。

清水市長 太田市は働く場所がたくさんあるから、仕事で

交換がうまくいかないとだめですね。

いますからね。両市がつながっていくためには、情報の
いるんですよ。

通っている人はたくさんいると思います。子どもたちも、

富岡市長 ネットは自分の興味のある所だけにいっちゃ

清水市長 北口にできる美術館・図書館には、外国語の

ぐんまこどもの国に遊びに来てくれていると思いますよ。

備も、形になってきました。

本も含め絵本をメーンにしたいと思っています。特徴あ

富岡市長 きっとそうですね。データを見ても、太田市
との人の流れは、熊谷市と隣接する深谷市、行田市に匹敵

る施設にして、絵本を求める人が電車に乗って市外から
組みをしているのは群馬県では太田市だけです。

するほど。ただ他県というと、一筋縄ではいかないところ

万席はデカい（笑）
。

なっているので、 万席のスタジアムになる。
清水市長

ノウハウを持っている当時からの職員もいますので、い

集まりました。そういう大きいイベントをやった経験と

域として更なる飛躍につながっていきそうだ。

間となった。両トップが県境を超えつながることで、地

対談は互いの魅力と強みを情報交換しあう、貴重な時

んあると思いますし、情報を交換していきましょう。

尽きる。その面でも太田市に協力をお願いする面もたくさ

があります。私どもは2019年をいかに成功させるかに

富岡市長 熊谷ラグビー場は県が 万 千席で整備を始

来てくれる、観光スポットにしようと。こういった取り

富岡市長 太田駅はうちの職員も参考にさせてもらって

太田市美術館・図書館を含む太田駅北口・南口広場の整

まちの顔として、生まれ変わる施設
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ろいろ工夫しながら準備しています。昨年のW杯イング

富岡市長 さいたま国体の開会式をやった時も、 万人
3

めました。その他に 千席の仮設スタンドを作ることに

4

なったんですが、群馬県の新聞には出ないですよね。

17

2

行き来する市民と、交流とつながりと

富岡市長 山車・屋台が 台、巡行したり叩き合いをし

埼玉県熊谷市と群馬県太田市 ― 県境があるといえ、市民の生活圏は多く重なり合う。
今回、両市のトップ対談が実現。課題と希望を抱える両市の、展望を熱く語った。

ていかなくちゃいけない。

熊谷市長 富岡清氏 × 太田市長 清水聖義氏

たり、すごい迫力ですよ。期間中は 号を止めて祭をや

んて、ない。」
（共におおた 21 政経クラブ）など。

清水市長 健康のためにも、公園にどんどん行った方が

趣味は油絵、水彩画、読書、映画鑑賞。著書に「地方の一分」、
「教育より大切なものな

ります。ぜひお越しください。

趣味は月に 1 度の映画、週に 1 度の水泳、毎日の読書。

清水市長

1941 年 12 月 7 日生まれ

いいですよ。ウオーキングコースもあるし、
ラグビー場、

1953 年 3 月 13 日生まれ

野球場、陸上競技場…埼玉県はいいなあ（笑）
。

太田市長
清水 聖義
12

6

氏

熊谷市長
富岡 清 氏
6

3

清水市長 知らない人が多いでしょうね。私自身、うち

7

17

3

3

わ祭に行ったことがないんですよ。 万人の人出がある
75

02
03

0276-55-3917
対談場所：基（MOTO）
群馬県太田市新井町 516-19 1F
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んでしょう？

TOP INTERVIEW

vol.
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さかえ幼稚園

vol.21 さかえ幼稚園

家庭的な雰囲気で
子どもありきの保育を展開
子どもは未来の宝、そして希望
木のぬくもりあふれる園舎に、子どもたちの笑顔が集まるさかえ幼稚園。1959 年設
立の歴史を持ち、現在 161 人の園児が熊谷市内を中心に鴻巣市・行田市から通っていま
す。熊谷市の公立学校同様、前期後期の 2 学期制です。
1 番重視していることは、体づくり。園児たちはサブグラウンドもある広い園庭で、の
びのびと遊びます。季節ごとの行事や、2 大イベント「運動会」
「おゆうぎ会」を経験す
ると、自信を深めた子どもたちは別人のように成長していくそうです。
お昼は完全給食。働くお母さんたちの力になる預かり保育は、朝は 7 時 50 分から、
午後は 5 時まで無料。課外クラブはスイミング・サッカー・新体操の 3 種類で、かわい
らしい衣装でリボンやバトンを操る新体操は女の子に人気だそうです。
小島昇園長は「子どもの伸びる力を信じて、子どもありきの保育を心がけています」と
話します。満 3 歳児～年長まで、各クラスはばら、あやめ、さくらなど花の名前。保護
者との会話を大事にする家庭的な雰囲気のなかで、
園児たちは
“自分の花”を咲かせるべく、
すくすくとその芽を伸ばしていきます。

問合せ先

05

学校法人熊谷学園 さかえ幼稚園 小島昇 園長
〒 360-0023 熊谷市佐谷田 2661
TEL 048-521-2689 FAX 048-521-2709
http://sakae-youchien.my.coocan.jp
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深

JOUHOU HIROBA FUKAYA LIFE

内容

115種・130本の梅の花が春の訪れとともに開花します。

とき

ふかや市商工会花園支所

☎048-584-2325

①深谷駅北口ステイションガーデン
1月10日
（火）
までの日没～終電
②岡部駅南側 希望が岡公園
1月31日
（火）
までの午後4時～午後10時
③青淵公園
（県道中瀬普済寺線西側）
1月15日
（日）
までの午後５時～午後９時

きれいな梅の花とほのかな梅の香り。梅にちなんだイベン
トや、食べられる楽しめる企画盛りだくさんで皆さんをお

いっぱい詰まった朝市です。
問

旬を迎えた最高の深谷ねぎ

直送販売。生産者の顔が見えて安心安全です。深谷の魅力が

をぜひ堪能してください。

生産者が花や野菜、植木などの地元特産品を軽トラックで

ふかや緑の王国
（深谷市 引24-2・花植木流通センター隣）

月に入り、気が付くと

内容

ところ

新年の足音が聞こえ

ハーズ駐車場内（深谷市荒川850-1）

１２

深谷駅・岡部駅・青淵公園に灯る幻想的なイルミネーション

午前10時～午後3時
ところ

ま た、毎 年 恒 例 の「 ク リ

3月4日
（土）
・5日
（日）

てきます。同時に寒さもだ

とき

今年も鮮やかな色彩で駅前

とき

道の駅おかべ

☎048-585-5001

スマスイルミネーション」。

115種・130本の梅の競演
第9回梅まつり

問

さらに少し先になります

深谷ねぎまつり実行委員会

info@negimatsuri.com

を彩ります。

問

お待ちしております。

んだん厳しくなってきます

産・深谷の魅力を存分に楽しめる様々な企画をご用意して

市民が立ち上げ運営するおいし～いまつり！

が、年末年始にかけての忙

ねぎのつかみどり、じゃんけん大会など、家族で深谷の特

方法によりさらなる「深谷ねぎ」の魅力をアピールすべく

産地直送！朝どり野菜！「軽トラ市」

毎月最終日曜日 午前7時～午前9時 ※12月は18日
（日）

ぎ」
！！これから出荷最盛期を迎える旬の食材を通じて、

を通して《食》への感謝の気持ちを共有し、さまざまな表現

しい日々に風邪などひかず

野菜王国深谷市の言わずと知れた全国ブランド ｢深谷ね

が、３ 月 の 初 旬 に は、ふ か

内容

に元気にお過ごしでしょう

深谷といえば？…
“ネギ”
でしょっ！深谷の象徴「深谷ねぎ」

か？寒さも厳しくなってき

内容

や緑の王国で「第９回梅ま

道の駅おかべ（深谷市岡688-1・国道17号バイパス沿い）

つり」が行われます。梅の花

ところ

ますが、冬でこそ楽しめる

瀧宮神社（JR深谷駅下車南口すぐ）

をご覧になって春の訪れを

ところ

1

小島 進 氏（こじま すすむ）
ものがたくさんあります。

12月3日
（土）
・4日
（日）
午前10時～午後3時30分

深谷市長

感じてみてはいかがでしょ

とき

深谷の冬を満喫しましょう

column

冬 の 深 谷 と い え ば、
「深

1月29日
（日）

L I F E

う か。そ ん な、い ろ い ろ な

とき

場

谷ねぎ」
。ま た、渋 沢 栄 一

深谷ねぎまつり

広

翁も愛した「煮ぼうとう」
。

ふかやシティハーフマラソン実行委員会事務局

（深谷市生涯学習スポーツ振興課内）☎048-572-9581

F U K A Y A

食べたり!!むいたり!!つかんだり!!
深谷ねぎグランプリ!!

ネギの薫りに包まれた、深谷の冬のおいしいまつり

報

魅力満載の元気な深谷に皆

問

情

さんぜひお越しください。

近代日本経済の父といわれる『渋沢栄一』生誕の地・花の
まちふかやの豊かな自然を肌で感じながら駆け抜ける大
会です。
（ハーフ・１０kmは（公財）日本陸上競技連盟公
認コース）。無料サービスの深谷名物 「煮ぼうとう」が大
変好評です。皆さんのご参加を心よりお待ちしています。

!

う」の相性はバツグンなの

内容

H I R O B A

む

「 深 谷 ね ぎ 」と「 煮 ぼ う と

1月6日（金）まで ※ハーフ、10km、５kmは定員となり次第締切

し

で、ぜひ皆さんに楽しんで

申込

楽

そして、
今年もネギが主役

深谷市仙元山公園（深谷市上野台2567）

と

いただきたいと思います。

ところ

っ

が 月下旬に開催されます。

2月26日（日）

も

のイベント「深谷ねぎまつり」

とき

を

J O U H O U

イ ベ ン ト 盛 り だ く さ ん !

第11回ふかやシティハーフマラソン

谷

待ちしています。
問

内容

毎 年恒 例、深 谷 駅 北口ステイションガー
デンのクリスマスイルミネーション。およそ

ガーデンシティふかや推進室

３万球の電飾に彩られた幻想的な世界を

☎048-551-5551

お楽しみください。また、ＪＲ岡部駅南側
の希望が岡公園、青淵公園でもイルミネー
ションを実施します。
問
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①ガーデンシティふかや推進室

☎048-551-5551

②ふかや市商工会岡部支所

☎048-585-3750

③青淵公園をキレイにする会・久保田さん

☎048-587-4474
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ボーカルレッスン、カラオケの指導などを手掛ける VOCAL
SCHOOL RIZCO 代表の松本りつこさん。笑顔と元気の

憧れた世界と新しい夢と
歯切れのいい語り口、きりりとした表情が

付き合いでカラオケに行かなくちゃいけない
とか、忘年会を乗り切るためだけにレッスン
に来た人が、そこからずっと続く付き合いに
コ ン テ ス ト に 出 た い、声 優 に な り た い な

なったりするから嬉しい」
。

スンにも関わらず、生徒同士がバーベキュー

源を探った。
印象的な松本りつこさんは、長野県上田市生
まれ。早くから「表現すること」の面白さに取

やバスハイクに行く付き合いになっていると

ど、生徒の目標はそれぞれ。そんな個人レッ

学校に上がると劇団に入り、演技にもハマっ
いう。松本さんの人柄が、みんなの輪を繋げ

歳から始め、小

た。一方で、
早く大人になりたいとも感じてい
る。松本さんは第 のふるさとになった熊谷

りつかれていた。ピアノを

歌も、この街も好きだから
すよ。小学生の時には自然と家事も洗濯も、

た。
「私、子どもの頃から自立したかったんで
自分のことは自分でやるようになっていた」

をもっと盛り上げたいと、フェイスブックに

歌 手 を目 指しさま ざまなオーディションに

ニングや ダンスに取り 組み、基 礎 を 学んだ。
指導にあたっている。市外でもミュージカル

力を歌詞に盛り込んだミュージカルを企画、

かゼミナール」
にも参加した。現在、
熊谷の魅

報などを日々紹介。商工会議所主催の「街な

『熊谷ファンクラブ』を立ち上げ、イベント情

も挑戦。地方で歌手デビューし、タレント業、

将来を見据えて、 歳で上京。ボイストレー

と振り返る。

ボイストレーナー
を発表し、先々ご当地アイドル的な活動に繋

標があった。動物が好きで、
アニマルセラピー
たいと思って、叶った。歌を教える夢も叶っ

物のことをやりたいと思って、
叶って、
結婚し

「最初は歌手になることが夢で、叶って、動

げたい考えだ。

の勉強をしたかったんです。それまでの仕事
ちゃった。シャンソン歌手としてデビューも

んですが、
一人で歌うのと違って、
みんなで気

控えています。いまは歌手・広瀬香美さんの

持ちを合わせて歌うのって難しいんですよ。

はみんな引退して、稼いだお金を学費にして

「熊谷のことって駅と市役所と八木橋しか
まちづくりも合唱と同じで、みんなで気持ち

合唱団の一員としてツアーにも参加している

知らなかった（笑）
。住むからには熊谷のこと

婚して行田市に、
そして熊谷に移り住んだ。

をよく知らなくちゃ！と思って、図書館で熊

る松本さん。次なる夢に向かって、
熊谷のまち

何でも計画的に進めるタイプと自己分析す

を合わせてやっていくことが大事かも」
。

らない。まだ友達もいなかったので、まず交
を更ににぎやかに華やかにしてくれそうだ。

楽しいふるさとと新しい夢と
松本さんは経験を活かし、ボーカルレッス
ンやカラオケの指導者として活動開始。市内
外に多くの生徒を抱えている人気講師になっ
た。
「今は自分で歌うよりも教える方が好き。

国宝妻沼聖天山の縁結びにちなんだ婚活イベ

は飛ぶように売れたんですよ」。

友関係を広げるところから始めましたね」
。

かったけれど、『今』
のみんなのことがよくわか

谷の歴史を勉強しました。で、昔のことは分

動物看護士の資格を取りました」
。その後、結

「仕事は面白かったんですが、もう一つの目

密な日々を送った。

TV レポーター、モデルも経験。約 年間、濃

松本 りつこ さん

印 刷・ は ん こ・ パ ワ ー ス ト ー ン を 扱 う 株 式 会 社 シ ョ ー シ ン。

ント「逢いむすび」も、今年で 回目を迎えた。
熊谷市の旧妻沼町地域で活動する、めぬま

り、カップルも 回の開催で合計 組誕生する

イーツを堪能できる。 県外からも申し込みがあ

聖天山の本殿で祈祷を受け、商店街の縁結びス

仕事を通じて
広がった人間関係

商人（あきんど）会。2012 年から「人と人

など、注目度も高い。 山田さんは事務局として

ている。「 婚 活イベントに参 加した人がパワー

山田さんの会社はパワーストーンの販売もし

サポートに回り、
自社を会場として提供した。

出身。家業である株式会社ショーシンの常務

しくやっていれば、巡り巡って本業にも良い影響

づくりと自分の仕事が直接関係なくても、楽
があるし、徐々にまちも賑わうんじゃないかな。

ストーンを買いにきてくれたこともある。 まち

を仕掛ける。
「小さい頃は引っ込み思案でし

取締役を務める傍ら、市商工会青年部や妻沼

た。いつも親の後ろに隠れているような子

自分がやりたいことはどんどんやる。 誘われ

そういうのが大切だと思う」。

ピットみたいなのを作りましたよ。椅子の周

連ね、
広報を担当する。 参加したのはきなこが

地場野菜である妻沼茶豆の研究会にも名を

ればどんどん出かける。それがポリシーだ。

株式会社ショーシン 常務取締役

りにスクリーンを 面並べて、遠方のロボッ

んです。ゼミでは機動戦士ガンダムのコック

は野球に汗を流した。
「大学は工学部だった

だった」
。小学校時代はソフトボール、
中学で

茶豆研究会にも所属し、さまざまなイベント

メンバーの一員である山田さんは、熊谷市

なしを行なっている。

有志らが商店街の活性化や観光客へのおもて

を縁で結ぶ」
をモットーに、
元気な若手商店主

3

「めぬま商人会」でも活躍する、同社常務取締役の山田瑞樹さん

ワクワクすることをやれば
自然とまちが楽しくなる
妻沼をもっと盛り上げたい

6

山田 瑞樹 さん

若きまちづくり仕掛け人

18

笑顔で全力疾走

2

VOCAL SCHOOL RIZCO代表

次々浮かぶ夢に向かって

もっと元気にしていきたい

2

トが撮影した風景を映し出されるようにし

シピも持つほどだ。

大好きだから。 きなこドリンクのオリジナルレ

を見つけたらすぐやるつもり。 会社の事業も

「これからも自分がワクワクするようなこと

た。あそこの研究室はガンダム作ってるっ
「卒業後は太田の会社に SE として勤めた

て、
注目されました」
と笑う。

そうです。やる気のない人が作ったものはすぐ

生み出していきそうだ。

田さんの「好き」は、まちに更なる「楽しい」を

ら。 熱中できるのは、喜んでもらえるから。 山

うものでしょう？」熱中できるのは、好きだか

ら。 好きこそものの上手なれ、ですね。そうい

わかる。お客さんにも迷惑かけてしまいますか

んですが、家業の印刷会社に、 年半で戻って

しました。なかでも妻沼茶豆のきなこ揚げパン

謡のライブ、昔ながらのカレーやサイダーを用意

「昔あそびコーナー、フォークソングや昭和歌

隣からもたくさんの人が訪れた。

昭和まつり」を聖天山の参道で開催。 地元・近

う妻沼の街並みを活かしたイベント「熊谷妻沼

業管理をしている。 昨年は、レトロな雰囲気漂

や買い物客のための、日傘（番傘）の貸し出し事

めぬま商人会では市商工会の始めた観光客

まちづくり活動は
人のためならず

なって、
ずいぶん世界が広がった」
。

きました。妻沼でいろんな人と会うように

1

に話を伺った。

17

3

08
09

3

1979 年 10 月 9 日生まれ O 型
家族は夫、小 5 の長男、小 4 の次男
趣味は広瀬香美さんの後ろで歌うこと！
1984 年 12 月 9 日生まれ B 型
趣味：人を喜ばせること。プレゼントを考えること

P17 の関連広告もご覧ください。

Cafe time〈カフェタイム〉熊谷店
手づくりパンケーキにうっとり。
みんなでワイワイパーティもOK！

☎048-501-1030
熊谷市小島822
朝） 8：00～11：00
昼） 11:00〜14:30
ティー）
14:30〜17:00
夜） 17:00〜22:00
（パンケーキL.O 21:00）
年中無休

自慢はやっぱりパン

ケーキ。オーダーが入

ってからつくるので

てが味わえます。個室

が多い店内は、のんび

り過ごすも良し、また

仲間同士でワイワイパ

ーティもできますよ。

オールタイム食事がで

当店のオススメは市

場直送のお刺身や、旬

の食材でこしらえる、

月替わりのディナー限

定「みかわ和膳」
。全室

個室なので、くつろぎ

ながらお食事できます

よ。どの世代も大好き

な和食メニュー。ラン

チや家族のお祝い事、

宴会にもぜひどうぞ。

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

お造り３点盛りは1280円
（税別）
。旬の
お刺身を、お好みのお酒とどうぞ。

ランチ
営業

駐車場
有り

10名
以上OK

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

お酒
充実

個室
有り

＊＊人気 Menu＊＊
（税別）
●

メープルシナモン ------- 880円

●

パーティプラン -------- 1500円〜

●

パスタセット ------------- 980円〜

●

スペシャルティコーヒー 480円

★ Ga-ya! 読者特典★

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

駐車場
有り

お会計時
１人 /100 円引
※ Ga-ya! クーポン持参 ※他券併用不可
※１枚で最大４名様まで利用可
※有効期限 平成 29 年 2 月末日

該当する設備やサービスがある場合でも、
マークの記載がな

★ Ga-ya! 読者特典★

カード
OK

＜ディナータイム限定＞

おまかせデザート
サービス！
※ Ga-ya! クーポン持参
※１枚で４名様まで利用可
※有効期限 平成 29 年 2 月末日

パンケーキはもちろん、パスタや洋食などのお料理もオススメです♪

月替わりの、みかわ御膳は季節の味を楽しめますよ☆忘・新年会にも、ぜひどうぞ！

に、つい食べ過ぎてしま

メニューの数々を目の前

や、工夫を凝らした一品

広い部位を味わえるお肉

宴会シーズン突入。幅

み会や女子会など小～大

族、または友達同士の飲

やお子さま連れのご家

迎えします♪会社の仲間

た、多彩なごちそうでお

志向の季節の野菜を使っ

☎048-577-4062
熊谷市拾六間997
昼11：30～14：30
※土日は宴会のみ
夜18：00～24：00
※土日 17:00～24：00
月曜

人数の宴会、様々なシー

10名
以上OK

いそう。一頭から取れる

飲み
放題有

量が少なく、別格の味わ

座敷
有り

ラ。忘・新 年 会 は 熊 谷 で

個室
有り

い を 楽 し め る「 み す じ 」 ンで利用できるのがセナ

飲み
放題有

愛されている焼肉の名店

座敷
有り

の取扱いもスタート。ま

個室
有り

で開催してみては？

がいることで実現した、

和洋食の料理人が織りなす
創作料理店が NEW OPEN！

た、本場の調味料を使っ

創作メニューの数々。あ

み ん な が「 食 べ た い 」 ぞれを極めた料理人２人

と思うものをズラリと揃

えて固定の宴会メニュー

て料理などのプランを決

えたお店がオープン。金

めてくれるのも魅力。和

を作らず、お客様の用途

この辺りでは珍しい馬刺

モダンな空間の中、個室

沢市場直送の鮮魚を使っ

しも楽しめる。馬刺しは

の掘りごたつや座敷でゆ

た刺身や鉄板で焼くサー

極 上 霜 降 り、赤 身、カ ル

ったりと寛ぎませんか？

ロ イ ン ス テ ー キ。ま た、 や希望、好みに寄り添っ

ビ、レバーなど種類も豊

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

富 だ。和 食 と 洋 食、そ れ

ぬくもり

温盛の台所 えんがわ

た旨辛メニューや、健康

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

熊谷市小島708-1
昼）
11:00～15:00
夜）
17:00～23:00
年末年始のみ
※ご予約等、
お気軽に
お問合せ下さい。

個室
有り

座敷
有り

飲み
放題有

10名
以上OK

座敷
有り

座敷席がある

駐車場
有り

駐車場がある

貸切
OK

貸切ができる

飲み
放題有

飲み放題
プランがある

喫煙
可

店内に喫煙スペース
がある

ランチ
営業

11時〜15時の間に
飲み物ともに
23時 食べ物、
1時間以上営業している 以降営業 ラストオーダー23時以降

お酒
充実

お酒の種類が豊富

予約
OK

予約ができる

10名
以上OK

10名以上対応
している席がある

23時
以降営業

☎048-524-6066
熊谷市代字天神1048
平日17：00～翌1：00
日・祝16：00～24：00
無休
★Webサイト
<http://senara.jp/index.html>

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

人気の「宴プラン」は飲み放題
（2h）
と大人気のユッケが付いた大満足コース
（3500円～）
！そ
の他、予算や人数に応じてプランをご提案します。個室や最大50名までの広い座席もあります。

★★スタッフ募集中★★
～働きやすさが自慢！

人数・料理・金額・好みをお聞きして

おしゃれな焼肉屋さんで働こう～

オリジナルのプランを作ります。

詳細は Webサイトをチェック。

お気軽に問い合わせ下さい。

11

個室がある

さあ、宴だ！
忘年会も新年会も焼肉で。

★宴会・法事等承ります★

お酒にも詳しい料理人のオーナーさんに、忘・新年会の宴会プランを相談しよう！

個室
有り

焼肉セナラ 熊谷店

メニューの一部。刺身や馬刺しの他、チキンの丸焼きや牛タンシチュー等本格洋食も絶品。カウ
ンター席なら鉄板焼きを目の前で焼いてもらい堪能することができる。

（宴会 2500円～）

クレジットカードで
支払いができる

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

☎048-501-1020

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

お店の設備やサービス いこともあります。※詳しくはお店にお問い合わせください。

未経験でも OKです★

グリーンの建物と大きなのれんが目印。目の
前には駐車場完備。

お気軽にお問い合わせ下さい。

左上写真の上タン塩は柔らかくて絶品★右のさっぱりした食感と濃厚な味わいの「みすじ」もご堪能あれ。

埼玉県の認可を受けて提供しているユッケ。
新鮮なので安心安全、味も保証付き★

10

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

予約
OK

「ふわ、とろ」の出来立

板前料理人がつくる本格和食！
四季折々の味に舌鼓。

ランチ
営業

きるのもポイント☆

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

旬彩茶房みかわ 熊谷本店

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

ホテルシティーフィールド かごはら 全プラン2 時間飲み放題＋料理付き
Salon Point

★Ga-ya!読者特典★
【1】リフトアップ保湿
フェイシャル（80分or120分）
【2】ボディアロマリンパ
トリートメント
（90分）

★1500円OFF★
（予約時にGa-ya!見たとお伝え下さい）
来店時Ga-ya!をご持参下さい
※有効期限 平成29年2月末日

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

OUCHI SALON おうちサロン

プランのご案内

リラクゼーション・

美容効果まで期待でき

るオールハンドによる

究極のエイジングケア

と、トリートメントで

美しくリフトアップし

たフェイスラインに。

さらにコラーゲンパッ

クでプルプル肌に大変

身。乾燥した肌だけで

なく心にも潤いを♪

乾燥肌、たるみを改善☆プルプ
ル肌の美しいフェイスラインに！
■おうちサロン人気 MENU（税込）
・フェイシャル（60 分）………5000 円
・フェイシャル（90 分）………7000 円
・リフトアップ保湿フェイシャル（80 分）
………………………………7800 円
・リフトアップ保湿フェイシャル（120 分）
……………………………10000 円
・ボディアロマリンパトリートメント（60分）
………………………………5500 円
・ボディアロマリンパトリートメント（90分）
………………………………7500 円

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

熊谷市美土里町3-39
メゾンM&A103
9：30～16：00
（当日受付可）
無休
※駐車場有り

NEW !

,000円
中山道紀行プラン5

全プラン
鍋料理付き

平成 2 8 年 11 月25 日
（金）
平成 2 9 年 2 月28 日
（火）

県産物や中山道六十九次街道に沿った食材を使ったプラン

※料理のみの場合 3,780 円

お品書き
【先付】
信州産白ワインのジュレ

, 00円
気楽満喫プラン6 0

忘・新年会限定！

お品書き

【前菜】
変り種 5 種の盛合せ

【焼き物】
上州牛のローストビーフ
地野菜添え

【鍋物】
熊谷産自然豚の
すき焼き風鍋シビエ入り

【お食事】
信州なめこそばと埼玉県産とろろ
（安曇野産山葵添え）

【先付】
あん肝ポン酢もみじ卸し
【お造り】
お任せ刺身五点盛り＋
スチーム牡蠣
【焼物】
海鮮のコキール

彩食遊々プランの
グレードアップ版

※料理のみの場合 4,860 円

Salon Point

ひづるのクーポン特典!
クーポン持参でご来店頂いたお客様に

初回限定
サボテン鼻毛脱毛ワックス

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

￥1000→￥500
（税込）

※有効期限 平成２9年2月末日

お品書き
【前菜】
お任せ前菜五点盛り

【洋皿】
ビーフステーキ（形成肉）
【口代り】
上州和牛とベビー帆立のカルパッチョ

飲み物メニュー A 瓶ビール・焼酎・日本酒・冷酒・サワー 8 種・赤ワイン・ウイスキー
※＋500 円で芋焼酎 2 種飲み放題 ノンアルコールテイスト飲料 4 種・コーラ・オレンジジュース・烏龍茶・サイダー・ジンジャーエール

, 0円
楽々気楽プラン5 00

お酒中心！
ボリューム重視

※料理のみの場合 3,780 円

【揚物】
金目鯛の開き・
牡蠣の天婦羅・野菜

【お食事】
握り寿司とうな巻
胡麻入ミニ讃岐うどん

【蒸し物】
【デザート】
【お造り】
フカヒレ入り茶碗蒸し シフォンケーキ
お任せ刺身三点盛り+ 【洋皿】
スチーム牡蠣
上州和牛のカルパッチョ

お品書き
【先付】
柚子湯葉豆腐
【小鉢】
枝豆とキムチの
2 種盛り

, 0円
彩食遊々プラン5 00

【揚物】
フライ三種盛り

【お食事】
きぬひかりの鉄火巻きと
ミニ讃岐うどん

【洋皿】
生ハムと小海老のカルパッチョ

お品書き

【揚物】
湯葉巻海老新上・
【前菜】
本鮟鱇の天婦羅・野菜
創作お任せ前菜五点盛り
【蒸し物】
【お造り】
ズワイガニ入り
お任せ刺身三点盛り
茶碗蒸し

【焼物】
ナイルパーチ幽庵焼

【お造り】
お任せ刺身五点盛り

【鍋物】
天然本鮟鱇と鶏肉の水炊きポン酢

【焼物】
熊谷産自然豚のスペアリブオーブン焼

【鍋物】
深谷和牛の蒸し焼きコチュジャンベース

飲み物メニュー B

お料理中心！
お酒はほどほど

※料理のみの場合 3,780 円

【鍋物】
深谷和牛すき焼き鍋

【焼物】
青竹サーモンチーズ焼き
雲丹味噌ソース

飲み物メニュー A

瓶ビール・焼酎・日本酒・サワー 8 種・ノンアルコールテイスト飲料 4 種
コーラ・オレンジジュース・烏龍茶・サイダー ・ジンジャーエール
※＋5 0 0 円で A の飲み物メニュー。＋800 円で芋焼酎も含めた飲み放題。

Hair Salon ひづる

【揚物】
ソフトシェルシュリンプ・
ハモ・バサの唐揚げ

【お食事】
カニ巻と厚焼き玉子
【鍋物】
胡麻入ミニ讃岐うどん
白鯖ふぐと豚肉の水炊き
【デザート】
みぞれポン酢
シフォンケーキ

飲み物メニュー A 瓶ビール・焼酎・日本酒・冷酒・サワー 8 種・赤ワイン・ウイスキー
※＋500 円で芋焼酎 2 種飲み放題 ノンアルコールテイスト飲料 4 種・コーラ・オレンジジュース・烏龍茶・サイダー・ジンジャーエール

, 0円
酒菜満喫プラン6 00

ボリューム満点！
楽々気楽プランのグレードアップ版

※料理のみの場合 4,860 円

【口代り】
深谷産ベビーリーフと
熊谷産キノコのサラダ

【洋皿】
【甘味】
行田産本諸子の
信州そば粉のミニクレープ
フリットカリフラワー添え 信州産りんごのコンポート入り

2児の母であるオーナーは、仕事や家事でがんばる女性の悩みも親身に聞いてくれますよ。

【洋皿】
宮崎産黒潮ぶりの
カルパッチョ
【お食事】
冷製ハーフ讃岐うどん
【デザート】
季節の物

飲み物メニュー B

※＋500 円で芋焼酎 2 種飲み放題
瓶ビール・焼酎・日本酒・冷酒・サワー 8 種・赤ワイン・ウイスキー
ノンアルコールテイスト飲料 4 種・コーラ・オレンジジュース・烏龍茶・サイダー・ジンジャーエール

一瞬でわずらわしさを解消！？
鼻毛脱毛ワックス始めました！

瓶ビール・焼酎・日本酒・サワー 8 種・ノンアルコールテイスト飲料 4 種
コーラ・オレンジジュース・烏龍茶・サイダー ・ジンジャーエール
※＋5 0 0 円で A の飲み物メニュー。＋800 円で芋焼酎も含めた飲み放題。

※料理内容は仕入れ等により予告無く急遽変わる事がございます。料理写真はイメージ例となります。

外出の増える季節、

新しいタイプの鼻毛ケ

ア、サボテン脱毛ワッ

実は意外と見られて

クスはご存知ですか？

いる、気になる鼻毛を

一瞬でスッキリ脱毛で

きるんです！髪型を変

えるついでに、ぜひお

試しあれ。一度やった

らやみつきですよ☆

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

■ MENU ■
（税込）
・トータルカット -----------3600円～
・デザインパーマ -----------7700円～
・ヘアーカラー --------------5700円～
・白髪ぼかし --------------1500円～
・レディースシェーブ ------3000円～

☎0276-32-0545
太田市新道町1470-4
8：00～19：00
送迎受入日時/平日
（火～金）
※10時～１５時の間
毎週月曜日
第1月・火、
第3日・月は連休

女性でも意外と鼻毛を気にしてる方は多いのでは？この機会に私もやってみようかな。
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選べる5プラン

※価格は全て税込表記です。
飲み放題プランは全プラン 6 名様から承ります。また料理のみの通常コースは 4 名様から承ります。

☎048-533-8222

00

忘年会 & 新年会

お酒もお食事も豊富なメニューが自慢です
お食事処
和 Nagomi

ホテル1Fにある落ち着いた雰囲気の半個室のお店です。どなたでも満足していただけるメニューが揃っています。

【営業時間】1 7 : 0 0 ～ 2 3 : 0 0（ラストオーダー2 2 : 3 0 ）※予約無しでもご利用いただけます。

大宴会場完備（100名様収容可能）、
和室・洋室完備。

ホテルシティーフィールド かごはら
ご予約は ☎ 0 4 8 - 531 - 2626

熊谷市籠原南1-123 籠原駅南口徒歩2分
マイクロバス送迎あり ※要予約（10名以上）

http://www.hotel-cityﬁeld.co.jp

ご宴会、ご法要承ります。プランについてのご予算や人数等、お気軽にご相談ください。

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

VOCAL SCHOOL RIZCO

ボーカルスクールリツコ

歌が苦手な人も、プロを目指す
人も、歌うことが楽しくなる！
歌やダンス、演技な

ど多才な先生が教えて

くれるボーカル教室。

お忍びで通う歌手もい

る等、個々のレベルに

合わせたレッスンは好

評。上達すると自信が

ついて自然と明るい気

持ちに♪ボイストレー

ニングやミュージカル

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

をはじめてみませんか。

暮らしに役立つ
情報が満載！

レッスンはおしゃれな教室で。いつもと
違う環境で歌うと気持ちが良いですよ。
★★新規生徒募集★★
【ボイストレーニング】

☎048-527-5007

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

090-1039-3589
熊谷市戸出284-8
不定休
【LINEアカウント/Web】
「Vocal School Rizco」
で検索。
トークからもお問い合わせ可。

●

出張レッスン（カラオケ店等）

●

マンツーマンレッスン

ライフナビ

（音楽室はキッズ・女性のみ）
【ミュージカル】
●

熊谷市でミュージカルを企画中。

メンバーを募集しています。

ZOOM UP登場の松本さんの教室。気さくな先生を中心に、生徒同士も仲が良いのだとか！

フランススタイルの
フラワーアレンジメント教室

給湯器専門店 正直屋〈埼玉北店〉

Prunier プルニエ

埼玉県ならドコでも出張。給湯器・
ガスコンロでお悩みなら正直屋！

新しくなった教室で、フランススタイルの
フラワーアレンジメントを学びませんか?

「 お 湯 が で な い …。

ガスコンロの調子がお

かしい」
。そんな『困っ

た』をいち早く解決し

30

てくれる正直屋。急な

トラブルでも最短 分

以内に駆けつけます。

早さだけでなく価格も

地域最安値に挑戦。ま

ずは、お気軽にお問い

合わせください。

レッスンでは、講師

が直接市場から仕入れ

た新鮮なお花を使いま

す。只今 月開講のデ

ィプロマコース
（ 資格

取得コース）の新規生

徒募集中☆少人数制で

アットホームなレッス

ンなので楽しく学べま

す。まずは体験レッス

ンに参加してみては？

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

2

レッスンの様子。資格取得
クラスは月2回/10800
円～。振替レッスン可。

☎090-1857-5929

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

熊谷市小八林77
第1・第2・第3・第4木曜
第2・第4土曜
開講時間等の詳細はWebへ。
「プルニエ 熊谷」
で検索！
prunier@sf6.so-net.ne.jp

全て自社スタッフによる施工なので、手
抜き工事は一切ありません。

お見積もりの 3つのお約束
☎0120-600-884
深谷市上野台2212-1
8:30〜20:30
年中無休
（土・日・祝も営業）
詳しくは
【正直屋 埼玉】
で検索！
http://syouzikiya.jp/saitama/

◎お電話でお伝えした金額から

追加料金一切なし！
◎追加の営業電話はいたしません！
◎ 地域最安値に挑戦！他社よ
り高い場合はお申し付けください。

月1回のパリのお花屋さんデザイン講座は随時受付中！第3木曜日or第4土曜日開講です。
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施工後も10年間のアフターサービス保証があるから安心。まずは見積もりから！

冬の新作、続々入荷中。デザイン性の
高いアウター1つでファッショナブルに！

NEW OPEN! 毎日の疲れからくる
ツラい身体の不調を根本から改善。

整体のさくら

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

最近、身体の痛みや

不調を感じる箇所はあ

りませんか？その痛み

は骨格の歪みからきて

いるのかも。歪みを矯

正するだけで痛みは解

消！姿勢も良くなって

日々の活動が楽になり

ますよ。たった数回の

施術で、生まれ変わっ

たような身体に☆

取り扱いブランド
・サンフェルメール
・セラビ
・ボブ
・レジァンス
・フェリーチェモーダ

☎0276-52-8189

7/19に NEW OPEN！自然治癒力を
目覚めさせる結果重視の根本療法です。

太田市細谷町1370-3
（4～9月）
10:00～18：30
10:00～18:00
（10～3月）
火曜日

☎048-598-7048

お洋服や小物の詳細
（素材や価格、ブランド等）
は、お店までお気軽にお問合せ下さいね♪

偏頭痛がツラい…等、そんな時はここに相談！時間制限のない施術なので安心ですね♪

新年から始める新し

い習い事にテニスはい

かがですか。テニスの

ポイントは美しいフォ

ーム。しっかりとした

基礎を優しく丁寧に教

えてくれますよ。人工

芝のコートで思う存分

ボールを打って練習し

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

ましょう☆まずは無料

体験からスタート。

テニスウイット花園校
少 人 数 制 だ からテ ニ ス 初 心 者 で
も安心。思う存分練習しよう！

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券
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熊谷市小江川1850-2
9：00～19：00
※16：00～17：00は休憩
第２・第４日曜、
祝日
※予約優先

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

彦九郎記念館前信号の30m東。
2015年8月にオープンしました。

＜こんな方に！＞
頭痛 /めまい /首・肩こり /手脚の痺れ
/腰痛 /背中の痛み /腱鞘炎 /姿勢改善
/産後の骨盤矯正 /メンテナンス etc
＊健康維持や予防にも効果的です！
＜施術料金＞（税込）
● 初診料
1000円
● 全身矯正【一般】500０円
【65歳以上】4000円
● 半身矯正【一般】3500円
【65歳以上】3000円

★ Ga-ya! 読者限定★
☎048-501-5403
深谷市荒川352-２
LCモール花園内
9:00～18:00
【電話受付】
8:30〜18:00
土・日・祝
http://www.tennis-wit-hz.com

〈初心者・ジュニア限定入会特典〉

★ラケットプレゼント★
※大人は半年間、ジュニアは 4ヵ月間在籍
※有効期限平成 29年 2月末日

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

人数が少ない日はマンツーマンレッスンもあります。玉数をこなして一気に上達しましょう。
楽しく体を動かすことは健康な体づくりにも繋がります！
〈レッスン時間〉
【初級】月・火
金
【中級】月
水・木
金
【上級】火
木
【ダブルス】水

私もテニス経験者♪少人数制だからこそ、未経験でも気兼ねなく練習できますね。新しいことをスタート！
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9:30〜 11:30
13:00〜 15:00
13:00〜 15:00
9:30〜 11:30、14:50〜 16:50
9:30〜 11:30
13:00〜 15:00
12:30〜 14:30
12:30～ 14:30

【キッズ】 月・火・金
【ジュニア】月〜金

15:50〜 16:50
16:50〜 17:50

フォームが整えば、自然とテニスが上手
になりますよ！

18

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

写真左のアウターは

リバーシブル。細かい

配色と鮮やかなブルー

は街でひと際輝くこと

間違いなし。自信のあ

る物だけをセレクトす

る経験豊富な店長が、

あなたの好みに合わせ

てアドバイス。女性ら

しいワンピースも 着

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

1

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

骨格矯正整体院

あると便利ですよ♪

2016.12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

ブティック 由麻 ＜ユマ＞

2016.・12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

中古オフィス家具 販売・買取

エコフィット

年末年始に向けて、商品が 続々
入荷中！大特価セールも開催。

★★ Ga-ya! 読者特典★★

2016.・12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

2016.・12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

お会計より
10％ OFF

☎048-580-6388
熊谷市上奈良1325-1
9：00～17：30
日・祝
★
「エコフィット 熊谷」
で検索！
★メールでのお問合せもＯＫ
ecofit.s@308-al.co.jp

※一部商品、新品商品は対象外とさせて頂きます。
※ Ga-ya! クーポン持参 ※他券併用不可
※有効期限平成２9年2月末日

「キレイ・安い」をモットーに、中古オフィス家具、新品・アウトレットオフィス家具などを販売。
木製家具やキッチンキャビネットもあるので、移転・新築・模様替えの際にもどうぞ！

人に

2

人、女 性 は

1

ご 存 知 で す か？ 今、男
け捨てはムダ！と思って、

」で

がん保険に加入していな

売の「がん診断保険

性は

は使わなかった分だけ保

い人もいるのでは？新発

と い わ れ て い ま す。そ し

険 料 が 戻 る、貯 蓄 型 の 保

1

人ががんになる

て今やお年寄りだけでは

険！もちろん万が一の時

人に

な く、乳 が ん や 子 宮 頸 が

の保障も一体となってい

あ り ま す の で、こ の 機 会

ん等若い人にも起こりう

に是非見直してみては？

る 病 気。他 人 事 で は あ り

あなたのご家族がなって

ま せ ん！ も し あ な た が、 ま す。同 類 の 医 療 保 険 も

しまったら…。しかし、掛

2016.・12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

R

3

オフィス家具の買取も行っております。
買取条件等は電話にてお問合せ下さい。

株式会社あんしんサポート
使わなかった保険料が 戻ってくる
“新しいカタチのがん保険”

2016.・12・1・2月号 Ga-yaクーポン券
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毎月変わるお得なオススメ商品は、Webチラシを要チェック！今月のおススメはなんだろう？

2016.・12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

★取扱い商品例★
ビジネスチェア /イス /テーブル
（会
議用～応接用まで多数）/デスク
/ワゴン /カウンター /ロッカー /
書庫 /ホワイトボード /軽量棚
/コート掛け /パーテーション /
小家電 /複合機 /トナー /
蛍光灯 /オフィス文具 etc...

☎0276-56-9025
太田市龍舞町1322-1
東京海上日動火災保険
（株）
代理店 東京海上日動
あんしん生命保険
（株）
代理店
超保険取扱店
ansin-support@if-n.ne.jp

2016.・12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

新たなメンバーも加わりパワーアップ。お客様の立場になり、より一層きめ細かい対応を心がけ
ていきます！メンバー一同、
「よろしくお願いします！」

★ Ga-ya! 読者特典★

無料診断を受けられた方へ
粗品プレゼント

＜お問い合わせについて＞
メールでも可能です★
お気軽にご連絡ください！
ansin-support@if-n.ne.jp
※無理な勧誘や売り込みは

※ Ga-ya! クーポン持参
※有効期限 平成２9年2月末日

一切ありません。

★なんでもご相談ＯＫです★

時代に合わせてどんどん新しく変化する保険。私たちの「あんしん」のために本気で向き合ってくれるので、どんな事でも気軽に相談できますよ♪
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中古オフィス家具を

キレイに清掃し、展示

販売しています。中古

はもちろん、新品商品

も大特価で販売中。業

務用品等でコスト削減

1

を希望の方はお気軽に

ご相談ください。 階

と 階の広々とした店

内で、豊富な商品の中

から選んでみては？

2016.・12・1・2月号 Ga-yaクーポン券

2

PRESENT

読 者 プ レ ゼ ン ト 企 画
応募方法

住所・氏名・年齢・ご職業・本誌へのご意見、ご感想、
お取り頂いた場所を明記の上、下記までご郵送また
はメールでご応募ください。メールの場合は件名に

Ga-ya! 11月30日号特別プレゼント

「Ga-ya!11/30号プレゼント希望」とご記入く

JCB商品券

ださい。

3,000円分 3名様

※社屋移転のため住所が変わりました
【郵送先】
〒373-0033群馬県太田市西本町41-10

様々な場所で使える JCB 商品券を

（株）
クワドリ・フォリオ

たくさんのご応募お待ちしてます。

【メール】web@4foglio.com

応募締切

3名

今回は３名様にプレゼント！

Ga-ya! 11月30日号編集部 プレゼント係

2017年2月27日当日消印有効

e
Take fre や
るお店

気にな
報が
役立つ情 !
いっぱい

-free paper-

広告掲載の
お問い合わせ

株式会社 クワドリ・フォリオ

☎0120-973-987
アルバイト・パート・正社員など求人広告
のお問い合わせも上記まで、お気軽にお問
い合わせ下さい！
太田 1・4・7・10月末発行

COUPON

熊谷 2・5・8・11月末発行

足利 3・6・9・12月末発行

※発行日から設置まで数日お時間をいただく場合がございます。ご了承ください。

各クーポンは各店舗共通です。ミシン目にそって、切り取ってご利用ください。有効期限につきましては、各店舗により異なります。

タウン情報誌『Ga-ya!』休刊のご案内
読者のみなさまへ
日頃はタウン情報誌『Ga-ya!』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。
突然ではございますがタウン情報誌『Ga-ya!』は、2016 年 12・1・2 月号をもって休刊させていただくことになりました。
タウン情報誌『Ga-ya!』は 2009 年 8 月に熊谷市・深谷市の「この街を、暮らしを、人を好きになる。いつもの毎日
をキラリ☆と輝かせる生活情報誌」として誕生。知っているようで知らない、地域に密着した情報をお届けすること
を目的に刊行してまいりました。計 7 年もの長きにわたり読者の方々に楽しんでいただけたのは、編集部としては望
外の喜びです。
タウン情報誌『Ga-ya!』としての発行はひとまず休ませていただきますが、埼玉北部エリアに新媒体を 2017 年春
頃創刊予定としております。発行されましたら是非ともご覧いただきたく存じます。
最後に、応援していただいた多くのみなさまに改めて感謝いたします。これまで本誌を支えていただき、本当にあ
りがとうございました。
タウン情報誌『Ga-ya!』編集部一同
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