今回の馬引沢・諏訪この人に注目！では「第 2 回馬引

受験が控えていて、会議への参加はできなかった

沢通りウォークラリー」の企画委員として参加した諏訪

けど、それでも本番には参加した人のたくさんの笑

中の西村さん・須藤さん・國澤さんに注目しました。

顔をみることができて、少しでもこの笑顔の力にな

ウォークラリーは今年で 2 年目となりましたが、今回は

れていたのだったら嬉しいと思いました。

ささえ愛

馬引沢・諏訪 地域福祉推進委員会だより

また声を掛けてもらえたら是非参加したいと思い

諏訪中の生徒さんへ企画委員を募集したところ 3 人が協

発行：馬引沢・諏訪地域福祉推進委員会

ます。（西村さん）

力をしてくれることになりました。
体験型のアイデアを出してくれたり、お店に依頼に行っ
たり、各コース名の決定など地域の皆さんと一緒に動い

◂左から

てくれました！！

須藤さん

ボランティアが好きなのと、シュークリームを食べられるとの企

國澤さん

画委員の募集チラシ見て企画委員に申し込みました。

西村さん
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第２回 馬引沢通りウォークラリー

今回は体験型！

なかなか体験できないことや、あまり行った事が無いところへ
行けて良かった。店員さんにインタビューして、こうだったんだと

3 人とも受験や部活で忙しい中、ありがとうご

新たに知ることもありました。企画委員をしたことで色々な人

ざいました！

に挨拶できるようになったと思います。また友達を誘って参加し

また今後も地域で活躍してくれる皆さんを大

たいです！（須藤さん・國澤さん）

募集中です。

事務局：(社福)多摩市社会福祉協議会 地域福祉推進課 まちづくり推進担当
多摩市関戸４-７２

ヴィータ・コミュ－ネ７階

電話：０４２-３７３-５６１６
担当：宮原・佐野

馬引沢通りクーポンメモ
①Man-Ryo(まんりょう) ☆来店時５００円 off
②排毒屋 enzyme-spa☆ご新規様 1,000 円引き＋美顔炭酸スプレーサービス※酵素浴コースに限る
③トレーニングスタジオ エスト ☆介護予防教室 無料参加クーポン
☆初来店、体験参加者にミネラルウォーター・プロテイン飲料プレゼント
④鈴木塾 ☆入塾金１,０００円引き
⑤M.Studio 永山店 ☆ペットボトル飲料 120 円の商品→100 円で販売
⑥小料理 うさぎ ☆生ビール or サワー類 １杯無料
⑦モカジャバコーヒーロースター ☆コーヒー１杯１００円引き(ホットまたはアイス)
⑧辛子堂 ☆麺１.５倍(半人前分)
⑨ニシムラデンキ ☆4K チューナー内蔵テレビ 1 万円引き ※4 月 30 日まで
ピュア ふらんせ ☆初めての利用者ドライ品３０％off

もくじ

毎月２５日～末日までドライ品３０％off
後藤はりきゅう整骨院 ☆「いつでも健康相談・痛み・しびれ・不調の相談可能」

２、３面 第２回馬引沢通りウォークラリー体験記
４面 馬引沢・諏訪この人に注目 馬引沢通りクーポンメモ

※使用したい店舗の部分を切り取ってお店にご持参ください
馬引沢通り
クーポン⑥

馬引沢通り
クーポン⑦

小料理 うさぎ
有効期限
2019.5/31 まで

有効期限
2019.5/31 まで

☆メニューは 4 面をご確認ください☆

馬引沢通りには
まだまだ知らない魅力が
たくさんあります！！
い しい

よしくに

絵:石井 賢國

※使用したい店舗の部分を切り取ってお店にご持参ください

馬引沢通り
クーポン⑧

馬引沢通り
クーポン⑨

馬引沢通り
クーポン①

馬引沢通り
クーポン②

馬引沢通り
クーポン③

辛子堂

ニシムラデンキ

Man-Ryo
(まんりょう)

排毒屋

トレーニング
スタジオエスト

有効期限
2019.5/31 まで

有効期限
2019.4/30 まで

有効期限
2019.5/31 まで

有効期限
2019.5/31 まで

有効期限
2019.5/31 まで

馬引沢通りのお店で使える
クーポン掲載！
是非ご活用ください！！
※有効期限注意

☆メニューは 4 面をご確認ください☆
馬引沢通り
クーポン④

鈴木塾
有効期限
2019.5/31 まで

馬引沢通り
クーポン⑤

M.Studio 永山店
有効期限
2019.3/31 まで

第２回 馬引沢通りウォークラリー体験記
グループ

参加者…３６人

リーダー

お菓子工房ふらっと

佐野さん

写真

今回のウォークラリーでは、７グループに分か
れて、グループ毎に店舗インタビューをするだ
けでなく、体験を取り入れて実施しました。
試食やスタジオ見学、コーヒーの淹れ方等を体
験したことで、地元のお店をより身近に感じる
ことができるイベントになりました。
ささえ愛を見て、
「お店に行ってみたいな～」

⑫

① 辛子堂(からこどう)

⑪ 和亭（平成 31 年１月で閉店）
⑧

④ 鈴木塾

② VOZU

⑨ ニシムラデンキ
協力店舗…１７店舗（①～⑰）

【IT コース】

【動いて食べて元気コース】

【家庭科コース】

原館長

③ トレーニングスタジオ エスト
山本さん

IT コースは、まんりょうでのインタビューと

家庭科コースでは、ニシムラデンキとふらっ
とお菓子工房でインタビュー。和亭では大きな

このコースでは、VOZU でのインタビュー

ブリのさばき方の体験とブリのお刺身を試食さ

と辛子堂での餃子試食、エストで脳トレ・

せていただきました。

マシン体験を行いました。

今回初めて協力をいただいた、ニシムラデン

辛子堂の大きな餃子に皆さん大満足。

【カフェコース】
⑬ モカジャバコーヒーロースター
⑩ ピュア ふらんせ

別所さん

方体験と試飲をさせていただき、ふらんせでイン
タビューをしました。
参加者からは、
「コーヒーおいしかった」
「コーヒ
ー豆への愛着を感じた」
「ふらんせの方が温かく、
とても居心地のいいお店づくり」などの声があり
ました。いつも通り過ぎるだけのお店も入ってみ
ると魅力がたくさんです。

スを行っていることが分かりました。

主さんからのポイントでした。

まんりょうのおススメは「うなさし」女性向

皆さんも是非お試しください！

けに飴細工のジェラートも出しているそう。最

れるのは鈴木塾だけだそうです。

後に、まんりょうはプレミアムモルツの超達人
店です！
⑭プログラミング体験

②ブリのさばき方体験

⑪マシンを体験

⑩餃子を試食

【健康まんぷくコース】

【スカッとコース】

【ロックなくじらコース】

⑥ 後藤はりきゅう整骨院

⑦ 福〇うち(ふくわうち)

⑰

⑤ ラーメン揚子江

⑭ 排毒屋

⑯ アペルト２

山下さん

山本さん

このコースは、揚子江でのインタビューと
後藤整骨院でのエコー検査やギプス体験、ア
ペルトでのアンチョビポテト試食と盛りだ

ビューと排毒屋での酵素風呂体験です。
福〇うちはステキな店内で、落ち着いて料
理やお酒を楽しめそうなお店でした。

M スタジオ

⑮ うさぎ
伊東さん
伊東さん

このコースは、M スタジオでのスタジオ見学
とうさぎで鯨商品の試食をしました。
M スタジオの中はとてもカラフルで、馬引沢
通りから一歩店内に入ると、別世界のような感

参加者皆さんが前から興味を持っていた

じでした。鮮やかなスタジオから落ち着いたう

という排毒屋では、酵素風呂を体験。足首ま

さぎへ移動し、鯨の試食や鯨にまつわるお話を

した。親しみやすい、後藤先生のお話に引き

でだけでしたが、終わった後も体ポカポカ。

聞きました。多摩市内で鯨が食べられるお店は

込まれました。アペルトではアンチョビポテ

「 こ ん な近 所 にこ ん なと こ ろ があ っ た の

なかなかないそうです。店内には車いすのまま

トに参加者一同「ボーノ！」ワイングラスを

ね！」まさに、地元の魅力再発見でした。

入れるトイレもあり、オールバリアフリーのお

くさんのコースでした。
短時間でギプスがつけられるのに驚きで

傾けながらお料理を楽しみたいお店でした。

④コーヒーの淹れ方・試飲

入されることになっていて、多摩市で教えてく

キさんでは、高齢者宅での電球交換等のサービ

スカッとコースでは、福〇うちでのインタ
カフェコースでは、モカジャバでコーヒーの淹れ

思考力トレーニングなどを体験しました。

「一口目は何もつけずに食べる」これが店

てください。その際には、クーポンをご活用く
・緊急時電話使えます
・緊急時トイレ使えます
・体調不良時など休憩できます
・クーポン協力店

鈴木塾でプログラミング体験やパソコンでの
プログラミングは 2020 年から小学校でも導

と思った方は、是非一度地元のお店に行ってみ
ださい。

Man-Ryo(まんりょう)

⑥ギプス固定体験

⑧アンチョビポテト試食

店でした。
⑬酵素風呂体験

⑰くじらの試食

⑯スタジオ見学

