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http://www.kataoka-office.jp/

「INAGE TIMESを
見た」で、
無料相続税診断
（先着10名様）

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！

いいね稲毛！新入会店舗

5月17日（火）

JR稲毛駅長と行く、千葉のたび
第3弾、好評開催！！
駅長と行く日帰り旅行第3弾、「石と芸術のまち金谷
散策と海鮮丼を楽しむ旅」が開催されました。台風の
ため急遽翌日出発となるハプニングもありましたが、
親子やご夫婦など、多くの皆様にご参加頂きました。
台風一過で天気が良く、鋸山からの眺望は素晴らしい
ものでした。皆で食べる海鮮丼もとても美味でした！

稲毛みんなの勉強会 稲毛みんなの勉強会 

稲毛みんなの勉強会 今後の予定 

7月14日（木）・15日（金）

稲毛せんげん通りまつりに出店！
いいね稲毛！では、ちびっ子達に楽しんでもらえるように「ピンボール」「輪投げ」「BOX
クジ」のゲームコーナーを開催！雨にもかかわらず、たくさんの子供達の笑顔で溢れる2日間
でした。いいね稲毛のサポーター店からは、bar ムーンティアーズ、カレーレストラン シバ、
アジアン居酒屋えもや、リゾートダイニング グラッシーの4店舗が出店。個性豊かな美味し
い“屋台めし”を提供しました。
ボランティアスタッフも青いTシャツで目立ってましたね！来年は、絶対晴れますように♪

6月に開催された第３回「稲毛みんなの勉強会【スペシャル】」
熊谷千葉市長をお招きして市民からの質問にお答えいただきました。

第２回は稲毛あかり祭夜灯実行委員会事務
局長・海宝 周一氏をお招きして、「稲毛活性
化への取り組み  ～活動の経験とこれからの
展望～」について語って頂きました。

第5回は「地域をつなぐ！みんなで地域活性
コミュニティー」と題し、対話型ワークショップ
が行われました。各地域で活動されている
方々が、みんなでアイデアを出し合いました。

いいね稲毛！では各界の専門家を講師にお招きして毎月「稲毛みんなの勉強会」を開催
しています。地域活性化、地域問題、イベント、子育て、経営、税金などテーマは様々。
講師の先生にお話を伺い、みんなで考える学びの場です。どなたでも参加できますの
で、お気軽にお申し込みください。＊詳細はいいね稲毛！Facebookページにて公開中

【参加費】 一般 ¥1,000／いいね稲毛！応援団カード提示 ¥500
　　　　　　＊収益の50%を 熊本地震に寄付させていただきます

【場　所】 レンタルスタジオアドバンス（千葉市稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザビル4F）

第8回 千葉の活性化をプロレスで！
◆開催日 11月6日（日）　20:00～21:30
君津市出身、WRESTLE-1所属の人気プロレスラー・大和ヒロシ選手。いいね
稲毛！のお掃除大作戦にもご参加頂くなど、日々県内外を飛び回り、プロレスを
通じて街の活性化に大きく貢献しています。そんな大和選手に、活動に対する
熱い想いや、苦労話などについて伺います。
［講師］大和ヒロシ（WRESTLE-1所属プロレスラー）

第7回 知って学んで得をする“雇用関係助成金”㊙勉強会
◆開催日 10月2日（日）　20:00～21:30
雇用関係助成金は雇用保険に加入している事業所であれば受給できる可能性があり、融資と違い
「返済不要」であることが意外と知られていません。「知っていれば申請していたのに・・・」といったこ
とがないよう、中小零細企業が受給しやすい助成金にポイントを絞って徹底解説します。
［講師］岡崎 真吾（特定社会保険労務士／岡崎総合労務事務所 代表）

肴 キッチン酒場～ SAKANA ～
千葉市美浜区高洲3-14-3 園田ビルB1
☎043-386-7407
17時～24時（日曜は16時～22時）
昼カラオケ11時～16時（月・火・木・土）
水曜・祝日休

さかな屋 直営店 !



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204ー8216 　　office@1117inage.net 

vol.17 【2016 Autumn】
2016年9月15日発行

雰囲気のある昔ながらの赤のれんが目印の中華料理・昇楽さ
ん。マスターの川島一元（かわしま かずもと）さんが27歳の時
に開業したお店です。
1968（昭和43）年の創業当時、京成稲毛駅界隈は稲毛の浜へ
向かう海水浴客でとても賑わっていました（現在の国道14号
までが海だったのです）。昇楽の通りには映画館（知らない方
も多いでしょう！）があり、映画の前にチャーハン、観た後に
ラーメン・餃子・ビール！というお客様がたくさんいらっしゃっ
たそうです。1968年といえば「サッポロ一番」が発売された
年、日本は第一次ラーメンブーム真っただ中です。その後国民
食となっていくラーメンは、稲毛でも大人気でした。
奥様の正子(まさこ)さんとご夫婦二人三脚で歩んできた日々を
振り返り「大変なこともいろいろあったなぁ…」と優しい笑顔
で語る川島さん。「もう来年で50年になるのか～！」とご自身
がびっくりされるほど、あっという間の歳月だったそうです。
鶏ガラスープとしょうゆの
さっぱりラーメンは、どこ
か懐かしい、ホッとする味
わい。定食やおつまみのメ
ニューも豊富です。ぜひ一
度ご賞味ください。

中華料理 昇楽
稲毛区稲毛3-1-13
TEL.043-245-1234
11時～21時／水曜休

マスターがいつも優しい笑顔で迎えてくれます

■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／キッチン酒場 肴～SAKANA～／アジアン居酒屋 えもや
［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／バランス整体 NAS稲毛海岸店／アロマサロンヌーベルコピーヌ／いなげ駅前整骨院／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／空手道 武現塾／キックボクシングジム マスターズピット／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

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

西野さんとはいいね稲毛！で知り合いました。年は20
歳くらい離れておりますが、格闘技をやっている者同
士、すぐに意気投合。飲みに行く時も話が盛り上がり、
楽しいひと時を過ごさせていただいています。
西野さんは「バランス整体NAS稲毛海岸店」の院長で
凄腕の整体師でもあります。施術を受けた人はお分かり
だと思いますが、どこが歪んでいるか、どこをほぐせば
良いのかがすぐに分かり、施術終了後にはビックリする
ほど体が軽くなっています。個人差はありますが、私の
ように普段運動をしていて体に敏感な人にはその違いが
よく分かると思います。本当にカリスマ整体師ですね。
西野さんはいいね稲毛！の中では若手ですが、毎週水
曜日の朝活に参加し、自らランチ部などを企画して仲間
との交流・活性化に励んでいる、積極的な“漢”です。
（空手道 武現塾　石塚 克宏）

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.13
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10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
中華料理 昇楽の近所にあっ
た映画館は？
 
①稲毛昇天
②稲毛楽天
③稲毛銀映

Q2
大日寺の五輪塔が千葉市重要
文化財に指定されたのはいつ？
 
①昭和24年
②昭和34年
③昭和44年

Q3
メッセージリンク 今回登場
する二人の共通点は？
 
①フラダンス
②茶道
③格闘技

バランス整体NAS稲毛海岸店
千葉市美浜区高洲3-8-1　NAS稲毛海岸内　
☎043-277-5211【完全予約制】
火曜～金曜 10：00～21：00　土曜 10：00～19：30
日曜（不定期）  10：00～18：00　日曜・祝日・月曜休
カラダのバランスを整えることにより、痛みの早期回復、
日常生活やスポーツでの活動を今よりもっと快適に楽しく
することを目的とした整体院です。
◎次回は西野さんが“つながり”のお店を紹介してくれます。お楽しみに。

左）バランス整体
    NAS稲毛海岸店 院長
　 西野 太二さん
右）空手道 武現塾 
　 石塚 克宏さん

Vol.12の答え　問1／②若潮国体　問2／③大正5年　問3／②お掃除大作戦

空手道 武現塾 ▼バランス整体NAS稲毛海岸店

回答はこちらから


