
拡大版（行田市・熊谷市・深谷市・本庄市・寄居町・上里町・美里町）91,000 部　読売新聞折込 2021年6月18日（金）発行 vol.361 2021年6月18日（金）発行 vol.361

ま
い
な
び

 

こ
り
ゃ
便
利
！

見
せ
て
〜

見
せ
て
〜

地域密着情報は
まいなびホームページ
まいなび　埼北 検索

●広告掲載をご希望の方は、TELまたはE-mailにてお問い合わせください。

〒366-0029 埼玉県深谷市上敷免28-2　
【TEL】048-573-2711　【FAX】048-571-1220
【E-mail】mynavi@tatsumi-insatsu.co.jp

編集・発行／たつみ印刷株式会社　まいなび編集部
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お得な COUPON

ハイクリーン
ハ    イ   ク  リーン

〒369-0104 埼玉県熊谷市胄山42-1
産業廃棄物処理業（埼玉県）許可番号第01104151678号一般廃棄物処理業（各市町村）・非鉄金属

http://www.high-clean.co.jp

0120-23-8190
検 索ハイクリーン  不用品

家電リサイクル 粗大ゴミ 可燃物・不燃物・その他色々

テレビ…1,870円～
洗濯機…2,640円～
冷蔵庫…3,960円～

タンス…3,300円～ 
布  団……550円～
ソファ…2,200円～

テーブル…1,650円～
ベッド……2,200円～ 

その他色々
処分致します。

ゴミ袋45ℓ/
ダンボール1箱あたり
　 ……… 550円～

０円で片づけられる物もたくさんあります。また買取りも致します。

どんなごみでも
片づけます！！
粗大ゴミ 引っ越しゴミ 家庭ゴミ 遺品整理
ゴミ屋敷　リフォーム前・解体前の片付け
店の毎日のゴミ　店じまい　産業廃棄物
企業のゴミ 倉庫の片づけ カーポート 
車庫の撤去　家・物置の解体 木の伐採 
蜂の巣駆除 などなどお任せください！

取引料金 ※当社規定サイズの料金です（サイズにより料金が異なります）
※表記価格は全て税込です　※収集運搬費別途

お見積
無料！

有効期限 2021年7月末日迄
500円引500円引
まいなび
クーポン
持参で

外国腕時計の修理
承ります！！
ロレックス、カルティエ、オメガ等
オーバーホールもお任せください!!
国内メーカーももちろんOK！！

大澤時計店本庄市中央1-7-25
（足利銀行前）
駐車場有（店舗隣）

☎0495-22-4515何でもお気軽にご相談ください♪

電池交換すぐ出来ます！！ 
時計の事なら当店へ！

週1回 3ヶ月週1回 3ヶ月
応募
期間

67才位まで67才位まで

ロコモにならない為の介護予防運動、筋トレ、ス
トレッチ、バランス運動、リズムでウォーキングな
ど、音楽を使いながら楽しく教える、今、望まれて
いる高齢者指導の養成コースです。

山本道代ワークアウトスタジオ
本庄市寿2-6-15

☎0495-24-2511
内閣府認定公益社団法人日本フィットネス協会養成機関

www.yamamoto-michiyo.com フィットネス指導者養成コース 検 索

高齢者向け運動 指導者
未経験でも取れる資格講習会

公益社団法人 日本フィットネス協会
養成機関チーフトレーナー
運動生理学士(ACSM/EP-C)

詳しくは無料の冊子「資格取得のご案内」を電話でご請求 または お問い合わせください。

講師：山本道代

ねぎきゅう
キムチ
ねぎきゅう
キムチ 新発売！！

㈲中沢食品 ☎0495-21-2592本庄市寿3-3-10 

Ⓟ有 
【営業時間】
9：00～16：00 【定休日】土曜・日曜・祝祭日  【休業】年末年始・GW・お盆

発売中！！！！好評各JA農産物直売所(本庄・上里・児玉・美里・神川)にて

本庄産きゅうり 深谷ねぎ 使用 はじめました！おなめ麹おなめ麹

小林建設 検索
■児玉展示場  　埼玉県本庄市児玉町児玉2454-1　Tel.0495-72-0327
■本庄展示場　  埼玉県本庄市小島南2-4-19　　　Tel.0495-23-2232
■新高崎展示場　群馬県高崎市矢中町20-8　　　 　Tel.027-386-5397
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エコショップ ひのすみか

児玉展示場

https://www.kobaken.info/地域工務店史上初 グッドデザイン賞受賞

完全予約制

Tel.0495-72-0327

2007年度、2013年度のモデルハウスに続き、
『ギャラリーhinosumika（新高崎展示場）』が2017年度
グッドデザイン賞を受賞しました。

社会は変化した、木の家はシン化する

365日暑さ寒さの
ストレスから解放

誕生披露見学会
会場：新本庄展示場(本庄市小島南2-4-19)

営業時間：平日10：00～15：00・土日祝10：00～17：00
定休日：水・木曜日

シン・本庄展示場 シン・
こんな時代だからこそ私たちは、賢く豊かな

本物の暮らしをつくれる。大きく華美なだけが

豊かさの象徴じゃない。自分サイズの唯一無二

な暮らしを、大切な家族と日々丁寧に。

スケルトン（構造）とインフィル（内装）を

分離させることで生まれる、高性能かつ長寿命

で長い耐用性をもつ、自分サイズな住まい。

リアルライフサイズな木の家『S-box+』誕生。

TEL.048-581-3811寄居町桜沢20-29
URL：http://www.showapg.co.jp

こんな症状が出たら…こんな症状が出たら…
2008年以前の製品を
使用している

お湯がぬるい
異音がする ふろ給湯器の交換は当社におまかせ！！

￥268,000￥268,000

RUF-ME2406SAW
[リモコン+専用金具]

定価￥559,680給湯 おいだき 壁かけ
（
税
込
）

（
税
込
）

給湯器の寿命は、一般的に12年前後と言われています。

マイクロバブル
内蔵給湯器

※地面置きからの仕様変更は
　別途工事代が必要となります。

標準取付工事代・撤去代込み

24号

￥159,800￥159,800

RUF-E2006SAW
[リモコン] [リモコン]

定価￥386,100 定価 オープン価格給湯 おいだき 壁かけ

標準取付工事代・撤去代込み

20号

￥118,000￥118,000

一般普及型

給湯 おいだき 壁かけ

標準取付工事代・撤去代込み

20号

ただお湯に身を委ねるだけで、お肌の老廃物を
取り除き、健康的でつややかな美肌に！！

省エネ給湯器
毎月のガス代が抑えられる！
3人以上のご家族向け

従来型給湯器
とにかく価格を抑えて
交換したい方向け

☎（048）
522-1891

水曜日

6/18金
19土

いちご大福いちご大福
130円※数に　限りが

　あります。170円1個

今年最後の特売日です

特売日

彩北進学塾
☎048-575-3291深谷市栄町17-2

http://saihoku-juku.com/
info@saihoku-juku.com

★選べる曜日
★教科書完全理解・
　文法・音声すべて指導

部活動を引退
したら、彩北の

へ！！

深谷市内の中学1・2年生深谷市内の中学1・2年生
中3生へ…中3生へ…

対
象
対
象「英語の危機」

を救う！！
「英語の危機」
を救う！！

勉強部

週1回の英語単科コース週1回の英語単科コース

軽めのチョコレートケーキです

濃厚な味わい

ガトーショコラ

プレジール
フルーツジュレフルーツジュレ
詰め合わせもございます

6／20日

深谷市上柴町東4-17-1   TEL.048-575-1281

レーヴ・ド・プルミエール インスタグラム▼

￥３1０￥３1０1個

日持ちしますので
、

お中元・贈り物に
最適です

お得なCOUPON

後援：深谷市
月2,000円の会費のみで年6回のコンサートが定期的に鑑賞できます。

■お申し込み・お問い合せは■

●入会金／1,000円　●学生／入会金・月会費半額
●月会費／2,000円 （入会時は2ヶ月分の会費）

検　索虹の音楽鑑賞会

E-mail：nijion@niji-onkan.com
FAX.048-574-7082

閉局／日曜･祝日･土曜日
開局時間／AM10:00～PM6:00

友人・家族・ご近所の方たちをさそって一緒に入会しましょう。

入
会
金
が
半
額
と
な
り
ま
す

会
員
募
集
中
！！
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157回

植田あゆみ
ヒーリングコンサート
2021年11/3（水・祝）

ＰＭ2：00

堀 優衣
コンサート

2022年3/13（日）
ＰＭ2：00

156回

Deux Marchés
with 石塚まみ

ドウ              マルシェ

2021年9/18（土）
ＰＭ2：00

159回158回

2022年1/15（土）
ＰＭ2：00

コンサート 2021コンサート 2021
男性オペラ歌手による
日本初のオペラユニット

New Spring New Style
～箏、響く春～

7月17日●
2021年2021年2021年

PM3：00PM3：00PM3：00
会場：深谷市民文化会館大ホール

第155回
例会

第155回
例会

めぐみ 味来 おおもの ミルフィーユ G ラッシュ ピュアホワイト 甘々娘 W スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭ばやし  くろしお 

縞王 でんすけ 天竜 日章 アールス アンデス タカミ キンショー レノン プリンス イエローキング ルピアレッド アムス イバラキング 

夕張 クインシー エリザベス めぐみ 味来 おおもの ミルフィーユ G ラッシュ ピュアホワイト 甘々娘 W スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘

泉 富士光 祭ばやし  くろしお 縞王 でんすけ 天竜 日章 アールス アンデス タカミ キンショー レノン プリンス イエローキング ルピ

アレッド アムス イバラキング 夕張 クインシー エリザベス めぐみ 味来 おおもの ミルフィーユ G ラッシュ ピュアホワイト 甘々娘 

W スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭ばやし  くろしお 縞王 でんすけ 天竜 日章 アールス アンデス タカミ キンショー レノン 

プリンス イエローキング ルピアレッド アムス イバラキング 夕張 クインシー エリザベス めぐみ 味来 おおもの ミルフィーユ Gラッ

シュ ピュアホワイト 甘々娘 W スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭ばやし  くろしお 縞王 でんすけ 天竜 日章 アールス アンデ

ス タカミ キンショー レノン プリンス イエローキング ルピアレッド アムス イバラキング 夕張 クインシー エリザベス めぐみ 味来 

おおもの ミルフィーユ G ラッシュ ピュアホワイト 甘々娘 W スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭ばやし  くろしお 縞王 でんす

け 天竜 日章 アールス アンデス タカミ キンショー レノン プリンス イエローキング ルピアレッド アムス イバラキング 夕張 クイン

シー エリザベス めぐみ 味来 おおもの ミルフィーユ G ラッシュ ピュアホワイト 甘々娘 W スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭

ばやし  くろしお 縞王 でんすけ 天竜 日章 アールス アンデス タカミ キンショー レノン プリンス イエローキング ルピアレッド アム

ス イバラキング 夕張 クインシー エリザベス めぐみ 味来 おおもの ミルフィーユ G ラッシュ ピュアホワイト 甘々娘 W スター 愛娘 

ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭ばやし  くろしお 縞王 でんすけ 天竜 日章 アールス アンデス タカミ キンショー レノン プリンス イエ

ローキング ルピアレッド アムス イバラキング 夕張 クインシー エリザベス めぐみ 味来 おおもの ミルフィーユ G ラッシュ ピュアホ

ワイト 甘々娘 W スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭ばやし  くろしお 縞王 でんすけ 天竜 日章 アールス アンデス タカミ キン

ショー レノン プリンス イエローキング ルピアレッド アムス イバラキング 夕張 クインシー エリザベス めぐみ 味来 おおもの ミル

フィーユ G ラッシュ ピュアホワイト 甘々娘 W スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭ばやし  くろしお 縞王 でんすけ 天竜 日章 

アールス アンデス タカミ キンショー レノン プリンス イエローキング ルピアレッド アムス イバラキング 夕張 クインシー エリザベ

ス めぐみ 味来 おおもの ミルフィーユ G ラッシュ ピュアホワイト 甘々娘 W スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭ばやし  くろし

お 縞王 でんすけ 天竜 日章 アールス アンデス タカミ キンショー レノン プリンス イエローキング ルピアレッド アムス イバラキン

グ 夕張 クインシー エリザベス めぐみ 味来 おおもの ミルフィーユ G ラッシュ ピュアホワイト 甘々娘 W スター 愛娘 ひとりじめ 姫

甘泉 富士光 祭ばやし  くろしお 縞王 でんすけ 天竜 日章 アールス アンデス タカミ キンショー レノン プリンス イエローキング ルピ

アレッド アムス イバラキング 夕張 クインシー エリザベス めぐみ 味来 おおもの ミルフィーユ G ラッシュ ピュアホワイト 甘々娘 W

スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭ばやし  くろしお 縞王 でんすけ 天竜 日章 アールス アンデス タカミ キンショー レノン プリ

ンス イエローキング ルピアレッド アムス イバラキング 夕張 クインシー エリザベス めぐみ 味来 おおもの ミルフィーユ G ラッシュ 

ピュアホワイト 甘々娘 W スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭ばやし  くろしお 縞王 でんすけ 天竜 日章 アールス アンデス タカ

ミ キンショー レノン プリンス イエローキング ルピアレッド アムス イバラキング 夕張 クインシー エリザベス めぐみ 味来 おおもの 

ミルフィーユ G ラッシュ ピュアホワイト 甘々娘 W スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭ばやし  くろしお 縞王 でんすけ 天竜 日

章 アールス アンデス タカミ キンショー レノン プリンス イエローキング ルピアレッド アムス イバラキング 夕張 クインシー エリザ

ベス めぐみ 味来 おおもの ミルフィーユ G ラッシュ ピュアホワイト 甘々娘 W スター 愛娘 ひとりじめ 姫甘泉 富士光 祭ばやし  くろ

しお 縞王 でんすけ 天竜 日章 アールス アンデス タカミ キンショー レノン プリンス イエローキング ルピアレッド アムス イバラキン

グ 夕張 クインシー エリザベス 

夏も大当り！！夏も大当り！！
はは

株式会社 3rd.Selection
ダ埼玉県深谷市稲荷町3-5-20（深谷中央青果市場内）

TEL:048-573-0019 FAX:048-573-0079
代表：080-5908-5020　専務：090-4050-7730直　通

サード　　　　　　         セレクション

病 院 食 堂学校給食 レストラン会社•工場の給食

あなたの
調理場の
味方です

iタウンページ

英 話会 AABB CC
無料体験 実施中！

受付時間10:00～20:30 本庄市けや木1-20-11

アン・メアリーズイングリッシュクラブはSDGsに支援しています

ホームページ

☎0495-21-8899
まずはお電話を♪

1~4名様幼児・小学生クラス 月 謝 8,000円
月謝 9,000円英検コース 中学生準備コース 中学生学力upコース

生徒
募集中！
生徒

募集中！

☎048-573-8919
深谷市上柴町東5-5-20
アーバンＹＳ106

樫合・東方町・萱場 にも教室がございます

小・中・高生 一橋ケンアイ 深谷上柴校個別 指導

アリオ深谷

赤十字
病院

クリーニング
専科

高崎線

一橋ケンアイ 検 索

少人数制なのでお子様の不安を解消！！

前期 7/23(金)～7/31(土)
後期 8/2(月)～8/10(火)

8月集中授業 8/18(水)～8/31(火)

から選択英 数 理 国 社

※日曜日は
　お休み

夏期講習小・中・高生対象

料 金

内 容

予約制

時 間

TEL.090-8340-0990
深谷市東大沼308-1 川田ビル2F

はじめ卓球スタジオ

深谷にプライベート卓球スタジオがオープンします！

初心者から上級者まで、ラージボールもOK!!

200円／人[1時間]通常400円／人[1時間]▶
台貸しのみ、1台設置、最大4名まで

10:00～20:00(詳細はご予約時にご確認ください)

●休月曜日

2名以上 [お相手ご希望の方(お1人様)は別途料金がかかります]

7/4日グランドオープン

プレオープンキャンペーン

★プレオープン期間：6/12土～6/30水

はじめ卓球スタジオ 検 索

LINEでご予約▶▶▶

小型熱帯美魚と水草の専門店です
今こそ癒しの熱帯魚を
飼育してみませんか？
お気軽にご来店ください！

アクアショップ 
HANAZONO

NEW
オープン

埼玉県深谷市荒川440
TEL・FAX 048-577-6838
    aqua.hanazono1@gmail.com
 定休日　火・水曜日　　営業時間　11：00～19：00

お問い合わせ先
0120-563-653エールフリースクール フリー

ダイヤル

寮（フリースクール）の炊事担当者募集
エールフリースクールは全寮制のフリースクールです。

寮生活を通じて、お預かりしたお子さまの心のケア、自立のご支援をしています。

お仕事内容
勤 務

寮生の食事の用意、洗濯、掃除など、寮内の炊事全般
月～金 10:00～14:00くらいまで（週３回以上）

時 給 930円～
場 所 埼玉県児玉郡上里町七本木

（詳しい場所はご応募の際にお伝えします）

お気軽に
お問い合せ
ください！

☎048-577-6890
Fax.048-577-6899 行田市栄町3-28

株式会社青空建設

解体工事は
お任せください！！
解体工事は
お任せください！！

安 心 安 全 安 く

見積り無料見積り無料木造家屋・マンション・商業施設・倉庫など
大きな解体から小さな解体まで何でもご相談ください。
木造家屋・マンション・商業施設・倉庫など
大きな解体から小さな解体まで何でもご相談ください。

建物解体工事(木造・鉄骨造・RC造)、
産業廃棄物収集運搬業、内装解体工
事、各種リフォーム工事、エクステリア
工事、塗装・防水工事・土木・造成工事

のいるお店

 深谷市本住町15-12

☎048-571-7708
〈営業時間〉９：00～19：00 〈定休日〉木曜、祝日

日曜日
営業

深谷駅

深谷
小学校

文化会館
城址公園

●かつや

深谷
市役所
至
高
崎 中

央
通
り

至
熊
谷

唐
沢
川当店

匠抜きとはシミの種類や状態、素材の特性な
どあらゆる角度から分析し、衣類を可能な限
り新品同様に修復させる究極のしみ抜きです。

お得な
ポイントカード
会員

随時受付中

ポイントカード
会員

随時受付中

リフィニッシャー
（匠抜き技術者）

新井悟

直径3cm
1ヶ所
直径3cm
1ヶ所
直径3cm
1ヶ所
直径3cm
1ヶ所

京技術修染会
認定修復師

2,200円+クリーニング代

シミや汚れが付いてあきらめていた服、エリ、ワキが
黄変してしまった衣類など、是非お持ちください。

繊維上の特定のウイルスを
減少させる加工です。 330円1点

クリーニングアライ 検索検索

新井悟のしみ抜き実践ブログで
その腕前と仕上がりを
確かめてください。

インスタ ●

やってます

衿のシミトレンチ
コート

2,200円+クリーニング代

Before

Aｆter

衿のシミダウン
ジャケット

2,200円+クリーニング代

Before

Aｆter

衣類の「抗ウイルス加工」始めました！！

※全てのウイルスに効果を保証するものではありません。※病気の治療や予防を目的としたものではありません。

衿の黄ばみシャツ

リフォーム玄関ドア

 1日で工事完了！
　（引戸もOK）

お見積もり
 無料！

お風呂工事

トイレ工事

キッチン工事

水回りリフォーム祭水回りリフォーム祭
TOTO・LIXIL・タカラ・パナソニック・

クリナップ・…全メーカー協賛!!

外壁塗装も

足場
含む

外壁塗装

5年間保証

施行10,000件突破！の現在の工事価格

［日本ペイント/エスケー化研/菊水化学］ 外壁用水性セラミック変性シリコン樹脂塗料

437,800円437,800円
260,700円260,700円

（
税
込
）

（
税
込
）

（税込）（税込）

●養生ネット   ●高圧洗浄   ●下地調整   ●霧除け塗装   ●軒裏塗装

●破風板・鼻かくし塗装  ●水切りトタン塗装  ●換気フードカバー塗装含まれる工 事 内 容
外 壁 塗 装と同 時 施 工 なら

屋 根 塗 装もお 得！

ローラー
3回塗り
下・中・上塗り

外壁※1

塗装面積

～80㎡
屋根※2塗装面積

60㎡

320,000円320,000円

TOTO  サザナN
1616（1坪）基本仕様
805,200円
商品価格

125,000円125,000円

パナソニック
アラウーノV
198,000円
商品価格

YKK・トステム・大建工業YKK・トステム・大建工業

280,000円280,000円

タカラ  エーデル
255  基本プラン
390,000円
商品価格

㈱彩の国 総合住宅センター
TEL.0120-246-392

リ　 フ ォ ー　ム　　は　 サイノ　  ク　　  ニ

チョットした修理からリフォーム・新築まで家の事ならなんでも
67名の職人が技術・価格で地元の皆様から仕事を頂き34年
埼玉県知事許可（般-29）第71147

職人ダイレクト
コール

本当にその会社でいいですか？地元が一番安心！本当にその会社でいいですか？地元が一番安心！

★7月・8月も上記以外のイベントを計画中です。是非お越しください。★★ ★

ちゃくちゃくちゃく
古着大型専門店
ちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃく
古着大型専門店古着大型専門店

※熊谷店・熊谷2号店の両店で有効
※他券・金券併用不可

10％OFF2,200円以上
お買い上げで
（令和3年7/31まで）

このチラシをご持参の方

熊谷2号店 ☎048-501-8418

熊谷市代875-1 1階

17

407
トイザらス

至熊谷 大幡小

湯殿神社
元祖田舎っぺ代（北）

代

熊谷店 ☎048-539-1750

熊谷市村岡775-1

407
17

熊谷南小

荒川

村岡三又
村岡

熊谷駅

【営】11：00～19：00 【定休日】なし  ※買取はしておりません。

1,100円以上お買上げ20％OFF
ポイントデー220円1ポイント
着物の日 着物大量投入！
セレクトの日 価格つき商品25％OFF

熊谷店 熊谷2号店

9・19・29日

3日 2日

25日

12・22日

10・20・30日

毎月の定期イベント

入口に消毒液を
完備しておりますびっくり3プライスびっくり3プライス ※下記価格帯の他に、

　一部価格の付いて
　いる商品もございます。

赤ピンのついている商品
上記写真のような赤ピンが

小物、子供衣類についています(　　　　　　　　　　　)
浴衣

Tシャツ・半袖シャツ
ワンピースなど

￥110 ￥220 ￥330

夏ベビー服
ポーチ

フレアスカート
帽子・スニーカーなど

ウェディングローズ 深谷

出逢いからご成婚まで
しっかりサポートします！
出逢いからご成婚まで
しっかりサポートします！

結婚相談結婚相談 まずは
ご見学を…

ゲオ

予約優先

お見合い料
無料
秘密厳守

ご本人様の…
父・母様だけの…「幸せ個別無料相談」実施中！！

ミシンの調整・修理はお任せくださいミシンの調整・修理はお任せくださいミシンの調整・修理はお任せくださいミシンの調整・修理はお任せください
他メーカーでも
点検・調整OK!!

ご要望に応じて商品のご紹介もいたします。

ジャノメミシン直営熊谷支店

熊谷市本町1‒114‒1
【営業時間】9：00～17：00　【定休日】土・日・祝日

マスク教室・エコバッグ教室開催中。お気軽にお問合せください。

本社お客様相談室 Tel.0120‒026‒557

TEL.048‒523‒0949

別途料金がかかります。

女性薬剤師による女性のための漢方相談

※基礎体温をおつけの方は、
ご相談にお越しの際にお持ちください。

相談の多い症状
（令和3年5月度）

43

43
不妊症（男女）不妊研究43年の実績

●完全予約制●

つらい症状でお悩みの方是非一度ご相談ください。まずはお電話でご予約ください。（鍼灸院併設）

HP
更新しました

不妊症（男・女）・不育症
皮ふ（アトピー・湿疹・痒み）
婦人科（子宮筋腫・チョコレート膿腫）
免疫力向上
耳鳴り・不安感・不眠

※主に難治性疾患に取り組んでいます。
（潰瘍性大腸炎・リュウマチ・甲状腺
　腫瘍・ぜんそく・皮ふ病・耳なり…他）

〈諦めないで、ご相談ください〉

熊谷市

本庄市

本庄市

熊谷市

深谷市

本庄市

深谷市

本庄市

深谷市本庄市

行田市

深谷市

寄居町

深谷市

深谷市

深谷市

上里町

深谷市

熊谷市

深谷市

熊谷市

深谷市

熊谷市
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熊谷市立文化センタープラネタリウム館 ☎048-525-4554
◎「はやぶさ2」10分の1模型を展示中！
現在、文化センターホールで「はやぶさ 2」の10 分の1模型
を展示しています。プラネタリウム館の職員が手作りしたも
のです。ターゲットマーカーやサンプラーホーン等、細部にま
でこだわり作成した力作です。文化センターにお越しの際に
は、ぜひご覧ください。
◎～7/11（日）プラネタリウム一般投影
話題「キトラ古墳の天文図」

【内容】熊谷にも、大小たくさんの古墳がありますが、奈良県
明日香村のキトラ古墳は、数ある古墳の中で、石室に極彩色
の壁画が描かれていたことで、よく知られています。
天井の天文図は、中国式の本格的なもので、天文学的にも貴
重な資料となっています。キトラ古墳天文図を現代の星と比
べながら見ていきます。【時間】［火曜～金曜］15:30 ～

［土曜・日曜・祝日］１回目13:30 ～ /2 回目15:30 ～
◎～6/30（水） プラネタリウム投影 おはなし天文館

「三人と怪しいお月さん」
【時間】［日曜・祝日 ］10:30 ～【休館日】6/21（月）・28（月）
22（火）から 23（水）は保守点検のため、投影はお休みです。
◎天体観察会 ※天体観察会の予約について

【お知らせ】7 月の天体観察会から、危険防止のため、未就学
児の参加はご遠慮ください。皆様には、ご理解とご協力を、お
願い申し上げます。

【予約について】観察会の予約開始日は観察会開催日の1か
月前の同日からです。7 月 24 日（土曜日）の天体観察会の予
約開始日は 6 月 24 日（木曜日）午前 9 時からです。
※電話による予約制となっております。（定員10 人） ※参加
には一部制限があります。「新型コロナウィルス感染拡大防
止に伴う天体観察会の利用について」をご覧ください。

荒川大麻生公園 ☎048-645-0570
◎6/27(日)わくわく野あそび隊「みんなで草木染め体験」
荒川大麻生公園の自然の中
で五感を使って遊びましょ
う。普段はできない自然遊
びや初めて出会う生きもの
探索など、わくわくする体
験が待っています。【時
間】10：00～12：00 ※希
望者が多いときには13:00
～15:00の回を追加して開
催します。雨天中止【内容】園内にある植物を利用した草木
染を行ないます。【対象】３歳～小学6年生（要保護者同
伴）【参加費】ひとり300円【定員】30名【持ち物】長そ
で、長ズボン、帽子、飲み物、タオル、虫よけ、マスク【申
込方法】平日の9～17時に電話で申し込み（先着順、2日前
まで）

埼玉県自然学習センター ☎048-593-2891
◎8/8（日）手作り実験教室：ミクロワールド探検！スマ
ホを顕微鏡にしてみよう

【内容】土や水の中には小さな生きものがたくさん！みんな
のスマホやデジカメを使って、ミクロの世界をのぞいてみよ
う♪

【時間】10:00 ～ 12:00/14:00 ～ 16:00※どちらも同じ内
容です。 【定員】各 25 名 【参加費】一組 500 円 【対象】小学 3
年生～一般（小学生は保護者同伴） 【場所】埼玉県自然学習
センター ※雨天決行 【服装】野外活動に適したもの・雨具 

【申込】前月の第 2日曜日 朝 9 時から 電話にて先着順

深谷宿本舗「ギャラリー」にて ☎048-575-0088
◎6/30(水)～7/12(月)「長谷川聡作陶展」

【展示者】長谷川聡【展示内容】自然な灰を使った釉薬で焼い
ています。やさしい風合いの作品 400 点を展示販売します。

【営業時間】月～金10:00～18:00／土日祝10:00～17:00
【定休日】火曜  【住所】〒366-0825深谷市深谷町9-12

青淵公園ふれあいの広場 ☎080-5429-9324（尾高まで）

◎毎週月曜開催中 渋沢栄一体操
【内容】渋沢栄一翁
の教えを活かした
リハビリ体操によ
り、骨格を整え、
足腰を鍛えます。

【時間】[毎週月曜]
10:00～11:20(開
催中)【場所】青淵公
園ふれあいの広場(「中の家」裏手)【持ち物】飲み物、動きや
すい服装、マスク着用、レジャーシート【定員】なし【参加費】無
料【申し込み】なし。直接会場にお越しください。

本庄市武道館 ☎090-3501-1159（塚越まで）

◎夏の防犯講座と合気道・呼吸法 体験会
老若男女どなたでも参加できます。動きやすい服装でお越しく
ださい。【日時】土曜日 午前 9:00 ～11:30 ／日曜日・水曜日 
午後 7:00 ～ 9:00【場所】本庄市武道館【参加費】300 円

群馬県立土屋文明記念文学館 ☎027-373-7721
◎7/10（土）～9/20（月・祝） 
第 112 回企画展「宮沢賢治 ―みんなのほんとうのさ
いわいをさがしに―」

【時間】9:30 ～ 17:00（観覧受付は16:30 まで）
【休館日】火曜日 
【観覧料】一般 500 円／大高生 250 円
※中学生以下、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者 1 
名は無料

掲載しているイベント情報は変更・延期・中止になる場合がございます。各お問い合わせ先
へご確認の上、ご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

イベント information

ふかや
健康○ナビ得

「野菜」＆「歩く」にフォーカスした健康ガイドブック！

Webサイト
はこちら！

深谷市役所・深谷市内公民館(12ヶ所)・
深谷市立図書館・深谷市内道の駅など

深谷市

冊子配布
場　　所

企画提案
後　　援

たつみ印刷株式会社

2021年3月 冊子とWebで誕生！
野菜の知識やウォーキング情報が満載。
Webサイトでは、おいしさつまった

ふかやごはんのおいしいレシピを詳しく掲載。
ぜひ、ご覧ください。

会社説明会・見学会

【採用関係お問合せ先】 たつみ印刷株式会社
〒366-0029 埼玉県深谷市上敷免 28-2
担当／総務部　新 ( あたらし )
TEL ／ 048-573-2711

HPよりメールでもお問合せできます。

印刷・WEB・広告を中心とした
地域メディアの企画営業を募集中！
印刷・WEB・広告を中心とした

地域メディアの企画営業を募集中！

ご興味のある方、お気軽にご連絡ください

募集要項はコチラをご覧ください▶▶▶

新卒採用情報
8月4日開催2022年4月

東京リベンジャーズ

6月25日（金）公開6月25日（金）公開

毎回大好評のアンパンマンたちと一緒に
手拍子で楽しめるパートが本作も登場！
さらに色々なスポーツ競技も開催するの
で、アンパンマンたちを応援して、一緒に盛
りあがろう！
元気100倍！みんなで大冒険しよう！

Ⓒ やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ
Ⓒ やなせたかし／アンパンマン製作委員会２０２０

アレクサンダー・スカルスガルド/ミリー・
ボビー・ブラウン/レベッカ・ホール/ブラ
イアン・タイリー・ヘンリー/小栗 旬/エ
イザ・ゴンザレス/ジュリアン・デニソン/
カイル・チャンドラー/デミアン・ビチル

アダム・ウィンガード監　督

キャスト

Ⓒ 2021 WARNER BROTHERS ENTERTAINMENT INC. & 
　 LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS LLC.

7月9日（金）公開7月9日（金）公開

Ⓒ 和久井健/講談社  Ⓒ 2020 映画「東京リベンジャーズ」製作委員会

ピーターラビット2／バーナバスの誘惑

PETER RABBIT™ & Ⓒ FW&Co. PETER RABBIT™ 2 Movie
Ⓒ 2021 CPII. All Rights Reserved.

BanG Dream! 
Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.

6月25日（金）公開6月25日（金）公開

Ⓒ BanG Dream! Project ©Craft Egg Inc. ©bushiroad All Rights Reserved.

夏への扉 -キミのいる未来へ-

©2021「夏への扉」製作委員会

ロックダウン・ホテル／死・霊・感・染
7月2日（金）公開7月2日（金）公開

Ⓒ 2020 THE HORRORS OF HALL PRODUCTIONS INC

SEOBOK／ソボク
7月16日（金）公開7月16日（金）公開

Ⓒ 2020 CJ ENM CORPORATION, STUDIO101 ALL RIGHTS RESERVED

6月25日（金）公開6月25日（金）公開

6月25日（金）公開6月25日（金）公開

☎048-526-0707

www.aeoncinema.com/
映画情報 2,200円

毎週水曜2人で

※3D 作品は 1 人＋300 円、3Dメガネ代別途。

1,000円

毎日 高校生

※学生証をご提示ください。 ※時間帯無関係
※3D 作品は 1 人＋300 円、3Dメガネ代別途。

ac_kumagaya
おすすめ

7月2日（金）公開7月2日（金）公開

自治体からの要請により、営業時間、上映内容が急遽変更となる場合がございます

新型コロナウイルス感染症
予防対策に関するご案内

▲詳しくはこちらから

イオンシネマは、お客さまが安心して映画をご鑑賞
いただけるよう、座席の間引き販売等、新型コロナ
ウイルス感染拡大予防策を実施しております。今後
もあらゆる観点から感染拡大リスクの低減に努め
てまいりますので、お客さまのご理解とご協力をお
願い申し上げます。

〒360-0843
埼玉県熊谷市
三ヶ尻3296

販売
10：00
▼

15：00

（ギラファノコギリクワガタ）（ギラファノコギリクワガタ）

土・日のみ営業
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お問い合わせは

048-
573-
2711
たつみ印刷㈱
まいなび編集部

=

「まいなびクーポン券」は、「まいなび」に掲載されているクーポン利用可能な全店で利用できます。各店の「クーポン特典」をよく
お確かめのうえ、ご利用ください。ご不明な点は各店にお問い合わせください。※切り取ってご持参ください。

2021年7月号（6/18発行）

※各店のクーポン特典・有効期限をご確認のうえご利用ください。
他の割引サービスとの併用不可参加店共通
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●クーポン特典のご案内●

●超個性的なお店　●私のお勧めのお店
●みんなに知ってもらいたいこと
●おばあちゃんの知恵袋　

【個人情報の取扱い】お預かりした個人情報はプレゼントの抽選および発
送のため利用致します。また、性別年齢等のデータおよびいただいた情報
は個人を特定しないマーケティングデータとして集計し、紙面改善のため
利用致します。

住所・氏名・年齢・性別・ご職業・電話番号をご記入の
上、下記までご郵送またはメールにてご応募ください。

応募方法

郵送先

メール

〒366-0029 埼玉県深谷市上敷免28-2
たつみ印刷（株）まいなび編集部 

「まいなびほっとコーナー係」まで
mynavi@tatsumi-insatsu.co.jp

では、皆さんが持っている
情報を募集しています

など、みんなに広めたい、知ってもらいたい
情報をドシドシお寄せください。
情報が採用された方には、抽選で素敵な
ふっかちゃんグッズをプレゼント致します。

まいなび
ほっと

■大陸と島国の違い・・・？ 
　将棋は古くから日本
を代表する盤上ゲーム
で、近年では某有名棋
士が史上最年少でプロ
入りするなど、ニュース
にもなるメジャーな遊
戯です。将棋人口は公
益財団法人・社会経済

生産性本部発行のレジャー白書によれば、およ
そ670万人と、以前に比べれば減少傾向のよう
ですが、まだまだ一大勢力といえるでしょう。最
近では街角の将棋センターの代わりに、イン
ターネット対局のサイトが会員数を伸ばしてい
ます。
将棋のルーツは、古代インドにあるといわれて

おり、紀元前3世紀にはすでに成立し「チャトラ
ンガ」と呼ばれていたようです。これが東へと伝
わっていき、中国の象棋（シャンチー）、韓国の将
棋（チャンギ）など、アジア各地にインド由来の将
棋が現存しています。日本には遣唐使が持ち込
んだともいわれていますが、とりわけ発展を見
せたのが、室町時代です。相手の駒を奪ったら自
軍の戦力として使えるというルールを導入した
のです。この「持ち駒」によって、日本将棋の戦略
性は一気に増し、他のアジア諸国ではみられな
いものです。チャトランガは西に渡り、ヨーロッ
パのチェスの原型ともなりましたが、「持ち駒」
はありません。これは大陸と島国の違いだとも
いわれており、隣国が地続きで、いつ敵の来襲が
あるかわからない大陸では、相手を殺し尽くさ

なくてはならず、捕虜を味方として利用する考え
がありません。しかし日本は、戦国時代に内乱が
続いていたとはいえ、敵も同じ民族なので、自軍
に取り入れることも戦略のひとつなのです。

■将棋盤の裏に・・・
　こうして庶民の娯楽として普及し、街角で指し
合う姿もよくみられた将棋ですが、野次馬があれ
これと論評したり、口を挟み過ぎると、トラブルに
もなりました。ひどいと首をはねて殺されるな
ど・・・。将棋盤をお持ちの方は裏面を見てくださ
い。謎の窪みがあると思います。これは密かに「血
溜まり」とも呼ばれ、う
るさく口出しされたこ
とに切れた棋士が相
手を殺し、盤を返して
その首をさらしたこと
に由来するといわれて
います。今も昔も、それ
だけ熱中する遊戯だと
いうことでしょう。

主要参考文献：

「本当は怖い日本のしきたり」火田博文 彩図社

将棋
将棋って本当は・・・

あーだこーだ

お得なCOUPON

関越自動車道「本庄・児玉IC」から約15分
国道17号線四拾坂下交差点前
〒369-0224  埼玉県深谷市西田86
☎048-546-1500（代表）　http://www.bp-okabe.com/

岡部駅北口・寄居駅南口より
無料送迎バス終日運行

Wi-Fi完備
ボートピア岡部 
指定席全席に
モニターを新設！

ボートピア岡部 
指定席全席に
モニターを新設！

指定席リニューアル！指定席リニューアル！

待望の さらに大きく見やすく 
リニューアル！
さらに大きく見やすく 
リニューアル！

一般席大型画面

栗橋駅・南栗橋駅より
無料送迎バス終日運行

〒349-1103　埼玉県久喜市栗橋東6丁目204-17
☎0480-55-1300（代表）
http://www.bp-kurihashi.com/

春日部・さいたまから30分／古河・加須から約15分

Wi-Fi完備

※有効期限：発行日より１カ月

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために
ご来場のお客さまへのお願いご来場のお客さまへのお願いご来場のお客さまへのお願いご来場のお客さまへのお願い

ご来場はマスク着用
手指の消毒を

ご入場時に検温
間隔を保って

飲食による感染対策の徹底
飲食物の持ち込み、レストラン以外での

お食事はご遠慮ください。

※新型コロナウイルスの状況により、
営業時間が変更となる場合がございます。

広告掲載店

☎048-573-2711たつみ印刷㈱ まいなび編集部
お気軽に

お問い合わせ
ください詳しくは

お店のPR＆求人の
　ことなら

ですよ。
まいなび

7/2（金） 7/16（金）
次回のまいなびは…

本庄版 拡大版

募集中！！
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