いいね稲毛！発行「いなげタイムス」

80

「一年間、
本当にありがとうございました。」
2013年は今までの活動では足りなかった点を改善し、新たな気持ちでパワーアップして参りますので

2012

応援団の皆様の声

60

サポーター店の声

Traditional Stage

●いいね稲毛︑
いいね！ 継続して力に
なれ！ 継続は力なり！ 若くして求め
れば︑
老いて豊かなり！ ︵ 代・男性︶

市立千葉高等学校吹奏楽部の素晴らしい演奏が
稲毛駅に響き渡りました！
皆さん本当にありがとうございました

VOICE

● 色々な人と出 会い︑他 業 種の方々と交 流
が持てるとても素晴らしい会だと思います︒
また︑稲 毛にこんなに良い個 人 店 がたく さ
んあったのかとビックリしています︒
﹁空手道場 武現塾﹂石塚 克宏

!!

29

●私自身エンジンがかかるのが遅く︑
途中参
加という形になりましたが︑
一瞬で﹁熱い！﹂
と感じました︒
そして世界が広がりました︒
新しい可能性を生み出す刺激をたくさん頂
﹁歌手﹂響 悦子
いています☆

11

●生まれは稲毛ではないのですが︑
この会で
友 達がたく さんでき︑お店の売 上にも反 映
していると感じます︒
この動きが地域全体に
広がるといいなー︒﹁串焼屋 鉄﹂佐藤 里美

!!

30

●イベントが少しずつ盛り上がって来ました
ね︒
ラテン化に向けて︑
ますます熱く盛り上
︵ 歳・男性︶
がりましょう♪

30

● 応 援 団 はかな りのお 得 感 があ り ま すの
で︑
どうせ飲むなら稲毛で飲みたいと思いま
す︒
ケーキ屋やパン屋などがあるともっと嬉
︵ 代・女性︶
しいです♪

フロイデシンフォニーオーケストラは様々
な組み合わせで見事な音色を聞かせてく
れました

●バラエティに富んだ店舗がたくさんあって
良いと思います︒
こういう活動が稲毛の街を
楽しくできるのかな︑と大きな期 待 を寄せ
︵ 代・男性︶
ています︒

40

●今年 月からサポーターとして参加して︑
このプロジェクトは成功する 成功に導いて
みせる そんな想いと
﹁信じれば︑
きっと実現
できる﹂
の言葉のもとに ︒
稲毛が千葉県で一番
…
の街になりますように︒﹁作詞家﹂有咲 一樹

［Ceremony］
として、12時よりJR
稲毛駅コンコースにて 駅ナカコン
サート を開催しました。市立千葉
高等学校吹奏楽部45人の演奏、そ
してフロイデシンフォニーオーケス
トラの方々のアンサンブルが駅構内
に心地良い音色を響かせていまし
た。JR稲毛駅初の音楽祭というこ
ともあり、JR稲毛駅・西浦駅長、石
井稲毛区長のご挨拶も頂きました。

● 会員カードを提示するとお店の方にとても
親 切に対 応してもらえて安 心します ︒私の
小さな協力でも稲毛の活性化につながるの
なら︑
大変素晴らしいです︒ ︵ 代・女性︶

Ceremony

お花のバルーンの
プレゼントも！
ちびっ子達も大喜び

いいね稲毛！に参加して

お正月は箱根駅伝と共に！

Information
サークル会員募集
！

プロによる採点付き！カラオケ好きは集まれ〜♪

部室となるペーパームーンにてカラオケ大会・紅白歌合戦を年に数回開催し
ています。審査委員長は
「チバテレビカラオケ大賞21」
協力店審査員を務め
るビッキー☆こと響悦子先生
（響カラオケボーカル教室）
。先生の採点による
アドバイス付き評価表がもれなくもらえます！
さらに、
サポーター店の皆様ご提供の豪華賞品プレゼントもあります‼
■参加条件 サポーター店関係者、
応援団の方ならどなたでもOK。
■参加費用 大会やイベント参加は、
飲食代付きで4,000円前後です。
■担
当 響（響カラオケボーカル教室）☎043-375-4564［9時〜17時］

アンチエイジング
セミナー開催！
※お申し込みは事務局まで。
詳細はホームページをご覧ください

参加費（全２回）

現役高校生アーティストの川上浩市さん

楽しい落語を披露してくれたせんよう亭一門の皆さん

筑波大清さんの口上は迫力満点でした！

Aka-Tomboはビートルズナンバーで
盛り上がりました

稲毛ベイタウン
千葉市美浜区高浜4-7-8 ☎043-277-8511

いいね稲毛！多目的レンタルスタジオ

ブルーレース.ジュエリー工房では
トンボ玉アクセサリーの手作り体験が大人気！

食ん菜のボリュームたっぷりのオムライス。
おいしそう〜

うんめいやでは大人から子供まで
みんなで稲毛バルを楽しんでいました！

そして、朝9時より翌日早朝5時までいいね
稲毛！サポーター店30店舗による稲毛バルも
同時開催。強い雨の降る中、たくさんのお客
様にご来店頂き、数店舗では行列ができるほ
どの大盛況！
品切れや満席などでお断りせざるを得なかっ
たお客様、大変申し訳ありませんでした。稲毛
バルは今後も開催していく予定です。
よりパ
ワーアップした稲毛バルにご期待ください。
フルーツサロンかね庄の
フルーツ盛り合せ。
いいね！チケット２枚で
盛りだくさんの内容です

2013年4月オープン！
定期利用者募集開始/1時間 ¥2,500〜
※長期契約割引有り

集客力バツグン！JR稲毛駅西口・ロータリー内
駅から徒歩0分 リカープラザビル4階
大人20名収容可能な7m×6.5m ワイドスタジオ
〜主な用途〜※飲食禁止 ※禁煙
ダンス・ヨガ・カルチャー・セミナーなど
お問い合わせ

☎043-246-2864（アドバンスドヘアー 榊原）

タップダンスとジャズのライブは大人の雰囲気。
ペーパームーンにて

問1

ＪＲ東日本管内において、稲毛駅の乗降者数は次のうちどれ
が正しいでしょうか？
ヒント：宇都宮駅→3万5千人、錦糸町駅→１０万人、小田原駅→３万２千人

① 1万人

② 3万人

③ 5万人

（2011年度ＪＲ東日本調べ）

ヒント：２位→新浦安駅、
６位→千葉駅、
７位→市川駅

稲毛寺子屋

いいね稲毛！応援団は600円OFF！

1月16日（水）開催
メタボ改善のヒントとエクササイズ
「身体の中から若返る」

① １位

健康でいるために、一番大切なことは予防です。予防医学の観点からメタボ改善
のヒントを勉強します。簡単に行えるエクササイズも覚えて、毎日実践しましょう!

2月20日（水）開催
食生活改善で内側からキレイに！
ファイトケミカル食材の抗酸化作用で
老化を防ぐ 講師／山川 理先生
第2回

② ５位

③ １０位

（長谷工アーベスト調べ）

問3

全国の政令指定都市及び特別区は198区ありますが、稲
毛区の人口は何人でしょうか？
ヒント：東京都中央区→約１３万人、
大阪市中央区→約８万人
神戸市中央区→約１３万人

① 約9万人

② 約16万人

③ 約２０万人

いなけんvol.2 解答用紙

講師／日本成人病予防協会 前山雄次先生（健康管理士一般指導員・ヘルスケアトレーナー）
問1

問2

問3

INAGE TIMES! にひとことお願いします。

（農学博士）

イモ博士で有名な山川先生の楽しいお話です。食べるという観点からいろ
いろ学びます。食生活の改善で身体の内側からキレイにしていきましょう。
先生の開発されたファイトケミカル食材 さつまいもの葉すいおう の効果も
お話してくれます。

住所
氏名

〒
電話番号

※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。

広告主募集中！詳細は事務局にお問い合わせください

vol.6【 2012 Winter 】2012年12月20日発行

THP促進堂では
指圧20分コースが体験できました

いなけんに答えて、いいね稲毛！サポーター店または事務局ま
で解答用紙をお持ちください。全問正解された方には抽選で
20名様にいいね稲毛！サポーター店で使える500円券をプレ
ゼント！2013年1月31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。

問2

第１回

稲毛東部
千葉市稲毛区小仲台4-6-7 ☎043-254-1257

稲毛検定

千葉県内住みたい駅ランキングで、
稲毛は何位でしょうか？

5,600円 5,600円→5,000円

14時からは小仲台公民館にて
［Traditional Stage］
を開催。
せんよう亭一門5人の落語、川上浩市さんの津軽三味線、
筑波大清さんのがまの油うりと、
日本の伝統文化を楽しんで
頂きました。

いなけん

フットサル部

ビッキー☆と愉快なカラオケ部

いなけんに
答えて
プレゼントを
Getしよう！

vol.2

フットサルを通して触れ合いませんか？
2月
（予定）
から毎月1回、
日曜日に活動します！興味ある方はご連絡ください。
■参加資格 1）
大学生以上 ２）
稲毛区在住の方（またはそのご家族・お友達）
■担
当 渡邉（イタリアンダイニングバー Babe）☎043-287-4906

し

11月17日を いい稲毛の日 とし、
地元の皆様と臨んだ初の大掛かりなイベント!!
取材をしてくださいました各新聞社様、
ＪＣＮ千葉様、後援を頂いたＢａｙｆｍ様、千葉市稲毛区役所様、
ならびに稲毛駅をはじめとする各団体様とすべての方々のご協力のもと、大成功に終わりました。
なお、
当日予定していた[向原公園・Ｐｏｗｅｒｕｐ Sｔａｇｅ]は雨のため中止となり、公園関係者様、出演予定だった皆様、
ステージ設営、
その他スタッフの方々には大変ご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げます。

ぼ

つながる

と

ひろがる

よ

引き続きご支援、
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【いいね稲毛！】実行委員会一同

稲毛あかり祭夜灯

無事に一年を終えられたことを紙面にて御礼・ご報告申し上げます。

５万人の想いを照らす灯りと願い

︶・ 有咲 一樹
Bar pique pique

収 穫が終わり ︑少し肌 寒 くなる頃 ︑
秋の新月になると月の明かりがなくなっ
て辺りは真っ暗になります︒潮が引いて
潮溜まりができると︑
住民の方々はカン
テラ
︵今で言うランプや懐中電灯の役目
を果たしたモノ︶
を持 ち寄 り ︑
そこに灯
りを灯して小エビや小魚・貝などを穫っ
ていました︒
この漁が
﹁夜灯︵よとぼし︶
漁﹂
と名付けられており ︑穫れた魚貝を佃
煮にしてお正月のお祝いをしていたと伝
えられています︒
今では 歳を超える高齢の方にしか
知られていないこの夜灯漁の景色を︑千
葉大学町おこしグループと地元商店街
の数人のメンバーが︑古き良き時代の街
の記憶を現代に伝えたいと夜灯実行委
員会を立ち上げ︑﹁稲毛あかり祭夜灯﹂
が生まれました︒
現 在ではカンテラは 灯 籠に姿 を 変
え︑稲毛の歴史を絶やすことなく︑
とて
も情緒ある新しい風物詩として︑
いつま
でも稲毛の街を灯し続けています︒
最後になりますが︑記事と写真の掲
載 許 可 を くださいました夜 灯 実 行 委
員会の皆様に感謝を込めて⁝︒ありが
とうございました︒

協力、
協賛してくださいましたすべての方々と、参加して頂いた皆様へ、

CANDYのピアノトリオ・ジャズ・即興演奏！

いなげ・こらむ Vol.

23

稲毛おそうじ大作戦、稲毛ラテン化計画、そして、いなげふれあいフェスティバルにて

魚菜蔵にて
皆さん楽しそうですね！

Inage
Column5
取材・文／堤 俊満︵

１１

14

稲毛活性化プロジェクト
【いいね稲毛！】
は発足一年を迎え、充実した2012年となりました。

24

冬めく霜月・夜の夢

たくさんの つながる をありがとう
そして稲毛を奇跡の街に！

毎 年 恒 例 となった﹁ 稲 毛 あかり 祭
夜灯︵よとぼし︶
﹂
が今年も 月 日︵金︶
・
日︵土︶
に開催されました︒
今 回で７回 目 を 迎 えるこのお 祭 り
は︑灯 籠が稲 毛の街 をゆらゆらとほの
かに照らす 景 色で知られており ︑今 年
も昨年を上回る約6000個の灯籠が
お祭りの夜を彩ってくれました︒
この灯 籠は地 元の幼 稚 園・小 学 校の
子 供 達や 千 葉 大 学の学 生 達 ︑ボラン
ティアの方々︑夜灯実行委員の方々の手
作りです︒今年は私も灯籠の竹の切り
出 し作 業をお手 伝いさせて頂 きました
が︑とても楽しく有意義で︑来年も是非
参加したいと思う喜びを覚えました︒
当日は京成稲毛駅近辺に7つの会場
を設け ︑
メイン会 場となる駅 前 会 場は
町内会や地元飲食店の屋台で賑わいま
した︒
中央に設けられたステージでは踊
りや音 楽の祭 典が行われ︑稲 毛の昔を
振り返りながら地域の絆を深める素敵
なお祭りとなりました︒稲毛を大切に
想う地元の人々と子供達の笑顔で溢れ
たこのお祭り︑
今年はなんと5万人のお
客様が訪れたそうです︒

Winter

夜灯の歴史

6

2012

今から8年ほど前︑千葉大学の町お
こしグループがこの街の昔の風景を調べ
たことからこのドラマは生まれます︒
その昔︑
せんげん通りを下った国道
号線から先は︑沖まで続く遠浅の海岸
でした︒稲 毛に住む人々は畑や田んぼ
を耕しながら︑その海 岸で海 苔の養 殖
や漁 業 を 営み︑また︑海 水 浴や潮 干 狩
りの観 光 客 相 手の仕 事 を する方がた
くさんいらっしゃいました︒

Vol.

http://www.1117inage.net/

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203ー4077
oﬃce@1117inage.net
☎043ー204ー8215

協力：報知新聞社・読売新聞 稲毛東部・読売新聞 稲毛

いいね稲毛！発行「いなげタイムス」

http://www.1117inage.net/

サポーター店一覧
Target・workoutstudio Mix

読売新聞 稲毛東部

1/17（木）
・2/17（日）
・3/17（日）
・4/17（水）はいなげの日！
下記のサポーター店にて様々なサービスを実施中！
※サービス内容につきましてはホームページをご覧ください。

Ｉ
ＡＡ国際アロマテラピー学院 千葉校
043-254-1257

090-6478-9243

税理士 行政書士 ＦＰ 片岡事務所

080-6664-5931

ペーパームーン

食ん菜（たべんさい）

043-306-1075

043-248-5411

043-290-0608

千葉市稲毛区稲毛東3-14-8
SJビル4F スタジオM

千葉市稲毛区小仲台4-6-7

千葉市稲毛区穴川1-6-1

千葉市稲毛区園生町390-47

千葉市美浜区高洲1-1-1

千葉市稲毛区小仲台2-10-14
シノハラビル201

少人数制クラスで丁寧な指導、
初心者からできるエクササイズ
です。

稲毛東部の読売新聞店を引き継
いで21年、まごころ販売を心掛
けています。

日本ではまだなじみの少ないメ
ディカルアロマ・東洋医学を取り
入れた資格取得型スクールです。

相続・不動産に関する事案を
メインにお手伝いしております。

店内では70インチの大画面で
1960年代〜新曲の映像をお届
けしています。

おしゃれなバリ風空間でSWEET
な夜を。ソースにもこだわった
手作りの多国籍料理をお楽しみく
ださい。

営業時間
（木曜）
ピラティス（40分クラス）／13：10〜13：50
YOGA （70分クラス）／14：00〜15：10

キックボクシングジム マスターズピット

営業時間
6：00〜20：30
※休刊日は9：00〜20：30
［年中無休］

営業時間
（月曜〜金曜）9:00〜17:00
［土曜・日曜・祝日定休］
※事前連絡により時間外、土曜・日曜・祝日対応

※施術中、
授業中は電話に出られないことが
ありますので、
折り返しこちらからご連絡さ
せていただきます。

いなげ駅前整骨院

指圧治療室

元気庵

（有）
華葉軒

043-301-3095

043-247-0112

作家・作詞家

043-241-2525

営業時間
（昼）11:00〜15:00
（夜）18:00〜03:00
［年中無休］

営業時間
20:00〜03:00
［年中無休］

有咲一樹

海老原ダンススクール 穴川コミュニティーセンター教室

043-248-3385

080-6573-5359

千葉市稲毛東3-6-18
須藤ビル3Ｆ

千葉市稲毛区稲毛東3-16-4
スプリングスクエア 1Ｆ

千葉市稲毛区稲毛台町34-6
北條店舗103

千葉市美浜区高浜2-2-1

千葉市稲毛区在住

一緒にいい汗流しましょう！
ダイエットに最適、
趣味としても大歓迎！

明日をもっと、
健康に。
患者さんひとりひとりに合った
治療を行っています。

ココロとカラダを温める指圧治
療院です。
お気軽にどうぞ！

醤油ラーメン、
手作りの餃子など、
昔ながらの味をお楽しみください。

オリジナルＣＤ、
様々な原稿、
広告制作いたします。
ぜひご相談ください。

営業時間
（月曜〜金曜） 9:00〜12:30
15:00〜20:00
（土曜）
9:00〜15:00
［日曜・祝日定休］

営業時間
（火曜〜金曜）11:00〜22:00
（土曜）
11:00〜20:00
（日曜）
11:00〜17:00
［月曜・大会出場日定休］

Bar

あたらしい仲間が
増えました！

pique pique

043-284-6260

千葉市稲毛区小仲台2-10-10 コスモビル202

リカープラザ大越酒店
043-247-3347

千葉市稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザ1F

Lounge

Aka-Tombo

043-245-1431

千葉市稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザ3F

（L.O 04:30）

［水曜定休］

美容室 ロマンティックローズボンボン

やきとり 御嘉家（おかげ）

居酒屋

千葉市稲毛区稲毛東3-15-11 稲毛Ｋビル202

千葉市稲毛区稲毛東3-16-4 スプリングスクエア1Ｆ

千葉市稲毛区小仲台6-19-23 平田ビル2Ｆ

043-245-2100

043-238-7113

営業時間
10:00〜20:00
［毎週水曜、
第2・3火曜定休］

CANDY

043-246-7726

千葉市稲毛区稲毛東3-10-1 1F

営業時間
（TEAタイム）
10:00〜17:00
［日曜・祝日定休］
（BARタイム）
19:00〜24:00
［土曜・日曜・祝日定休］

営業時間
（月曜〜土曜）
10:00〜22:00
（日曜・祝日）
13:00〜20:00
［年中無休］

営業時間
19:00〜05:00

Jazz Spot

営業時間
（月曜〜土曜）10:00〜19:00
（日曜・祝日）10:00〜17:00
［木曜定休］

酔心

営業時間
17:00〜24:00
［日曜定休］

043-244-8676

千葉市稲毛区稲毛東3-6-18 須藤第5マンション1F

千葉市稲毛区稲毛東3-8-13 エクセレンス稲毛ビル2Ｆ

フルーツサロン かね庄
043-241-3500

千葉市稲毛区稲毛東3-19-11 ペリエ稲毛店内

Bar

ムーンティアーズ

043-284-0327

ピアニスト 大高順子
Mail

千葉市稲毛区小仲台6-1-2 佐藤不動産ビル3F

junkoknuj@hotmail.co.jp

千葉市稲毛区

営業時間
15:00〜23:00
［不定休］

営業時間
7:30〜16:30
［土曜・日曜・祝日定休］

Apakabar（アパカバール） カウンターパブ ビリーヴ

043-253-7702

043-253-7788

千葉市稲毛区小仲台2-8-20 和英ビル2F

千葉市稲毛区小仲台2-6-1 京成ビル2Ｆ

営業時間
（cut）
9:30〜18:30
（perm or color ）
9:30〜17:30
［毎週火曜・第3水曜定休］

営業時間
15:00〜24:00
［月曜定休］

営業時間
18:00〜03:00
［日曜・祝日定休］

izakaya

銘酒の里

043-248-1835

千葉市稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザＢ1Ｆ

営業時間
10:00〜21:00
［元旦定休］

鶏料理専門店

鶏三

043-375-1044

千葉市稲毛区稲毛東3-16-28

営業時間
（月曜〜金曜）
17:00〜22:30
※土曜ご予約のみ
［日曜・祝日定休］

営業時間
19:30〜01:00
［日曜・祝日定休］

千葉市稲毛区稲毛東3-10-9

千葉市稲毛区稲毛東3-8-13 丸十海浜不動産ビルB1F

千葉市稲毛区稲毛東3-16-4 スプリングスクエア2F

営業時間
（月曜〜土曜）
17:00〜24:00

営業時間
17:00〜23:00

［日曜、祝日の月曜定休］

カレーレストラン シバ

リカープラザ レンタルラウンジ

串焼屋

千葉市稲毛区稲毛東4-2-18-101

千葉市稲毛区稲丘町28-5

千葉市稲毛区稲毛東3-8-13 丸十海浜不動産ビル1F

千葉市稲毛区稲毛東3-16-6-102

千葉市稲毛区小仲台2-9-10 サクセスビル1F

千葉市稲毛区小仲台4-14-22

千葉市稲毛区稲毛東3-19-15 ｍｆビル1F

千葉市稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザ4F

千葉市稲毛区稲毛東3-8-13 エクセレンス稲毛2F

屋台拉麺

千葉市稲毛区小仲台2-6-1 京成ビル2F

千葉市稲毛区小仲台2-3-3

043-287-3841

一's（いちず）

043-287-5117

043-243-1917

043-202-0311

（稲毛支店）千葉市稲毛区稲毛東2-11-16
（本
社) 千葉市中央区中央4-10-16 Y&Yビル203

空手道

武現塾

043-256-4026
千葉市小仲台8-2-2 2F

営業時間
（昼）
11:30〜14:30
（L.O 14:30）

（夜）
17:30〜01:00

営業時間
18:00〜24:00
［年中無休］

［不定休］

AZZ'CHE PIZZA（アッツケ ピッツァ） GLAMOROUS（グラマラス）
043-304-6235

043-285-2003

千葉市稲毛区小仲台2-12-15

営業時間
11:30〜14:00（L.O）
17:30〜22:00（L.O）
［水曜、第３火曜定休］

営業時間
9:30〜18:00

（L.O 24:45）

千葉市稲毛区小仲台2-2-20 N'sビル1 5F

営業時間
20:00〜04:00
［年中無休］

043-287-4906

※写真はイメージです

鮮炉端酒房 うんめいや

魚料理専門店

千葉市稲毛区稲毛東3-17-13

千葉市稲毛区小仲台2-6-2 ダイショクビル2Ｆ

千葉市稲毛区稲毛東3-6-13

043-254-0558

営業時間
（月曜〜木曜）
17:30〜01:00
（金曜・土曜・祝前日）
17:00〜01:00
（日曜・祝日）
17:00〜24:00
［不定休］

営業時間
11:30〜14:00
17:00〜24:00

（ランチ営業／月曜〜木曜のみ）

［第2・4日曜定休］
（他休みあり）

ブルーレース.ジュエリー工房

パスタハウス プリモ

OBMボディバランスセラピー

千葉市稲毛区小仲台6-7-9

千葉市稲毛区小仲台3-7-13

千葉市稲毛区小仲台2-7-12 市原ビル1Ｆ

千葉市美浜区高洲3-8-1 NAS稲毛海岸1階

営業時間
17:30〜22:00（L.O）
［日曜定休］
※ランチのご予約承ります。

043-253-8927

営業時間
10:00〜18:00
［水曜・日曜定休］

043-253-7786

営業時間
11:30〜22:00

（L.O 21:30）

［月曜定休］

魚将

043-244-9916

（休憩14:00〜15:00）

（土曜）
9:30〜14:00
［日曜・祝日定休］

串専科

串串（くしくし）

043-246-5116

千葉市稲毛区稲毛東3-9-12
営業時間
（月曜〜木曜）
17:00〜23:00
（金曜・土曜）
17:00〜23:30
（日曜・祝日）
17:00〜22:30
［第1・3日曜定休］

Advanced Hair（アドバンスドヘアー） ホルモン闇番長 稲毛店
043-246-2864

043-445-7751

千葉市稲毛区稲毛東4-2-14

千葉市稲毛区小仲台6-18-1 稲毛パレス1F
営業時間
（月曜〜土曜）
16:30〜01:00

営業時間
9:00〜19:30
［毎週月曜、
第2・3火曜定休］

営業時間
17:00〜01:00
［不定休］

（L.O 24:00）

（日曜）
16:30〜23:00
（L.O 22:00）

［年中無休］

※祝日は営業

メッセ・セキュリティ株式会社

関心流眞仙吟詩会

なみき歯科医院

耳つぼダイエットリフレッシュ 千葉店

千葉市稲毛区稲毛東3-6-15 川治ビル3F

千葉市稲毛区稲毛東4-3-7 レクセルプラザ稲毛201

千葉市稲毛区小仲台6-15-5

千葉市稲毛区黒砂台3-2-59

043-245-3151

080-6625-4542（中山芳寧）

043-206-0304

営業時間
（月曜〜金曜）
8:00〜20:00

営業時間
年中無休
※写真はイメージです

サポーター店（店舗の方）

サポーター店
＆応援団
募集中！

鉄

043-244-9850

営業時間
10:00〜22:00

営業時間
（月曜〜金曜）
11:30〜13:30
17:30〜22:30
（土曜）
17:30〜22:30
［日曜・祝日定休］

043-277-5211

営業時間
（火曜〜金曜）
10:00〜21:00
（土曜）
10:00〜19:30
（日曜・祝日（不定期））
10:00〜18:00
［月曜・日曜・祝日定休］

043-247-3347（大越酒店）

営業時間
（月曜〜金曜）
11:30〜15:00（L.O）
17:00〜21:00（L.O）
（土曜・日曜・祝日）
11:00〜15:00（L.O）
17:00〜21:00（L.O）
［年末年始休業］

営業時間
10:00〜22:00
［年中無休］

魚菜・地酒・手打ち蕎麦 素楽EAST
043-207-1205

043-246-2060

居酒屋 こころ
043-244-5569

営業時間
（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
［月曜・水曜・祝日定休］

043-284-9585

営業時間
（月曜〜土曜）
18:00〜3:00
（日曜）
17:00〜24:00
［火曜定休］

営業時間
9:00〜21:00
（最終施術20:00〜）
予約優先
［木曜定休］

営業時間
10:00〜18:00
［水曜、第2・4火曜定休］

TIDコンサルティング稲毛

043-243-3003

営業時間
（ランチ）
11:30〜14:00
（夜）
18:00〜24:00
［不定休］

（L.O 23:00）

［月曜、第2日曜定休］

［日曜定休］

魚菜蔵

043-247-2128

営業時間
17:00〜24:00

（L.O 22:00）

（L.O 23:00）

コンサートサロン サロン・ヴィーノ

Rock Bar フルハウス

千葉市稲毛区稲毛東3-3-9 青田コーポ101号

居酒屋

043-302-5141

イタリアンダイニングバー Babe

営業時間
11:00〜21:00
［月曜・日曜、
第1・3木曜定休］

千葉市美浜区高洲1-17-6-207

和創旬彩 くうひな

043-248-2658

THP 促進堂

営業時間
（月曜〜金曜）
9:00〜12:00、
15:00〜20:30
（土曜）
9:00〜14:00
［日曜・祝日定休］

メディアックパソコンスクール 稲毛教室

043-278-6094

炭火やきとり 鳥繁

海浜不動産株式会社 稲毛本店
043-248-1055

総合広告代理店 トーニチ

営業時間
10:00〜19:00
［土曜・日曜・祝日定休］

響カラオケボーカル教室
043-375-4564

※西千葉本校は12:00〜22:00（月曜〜土曜）
［日曜・祝日定休］

営業時間
19:00〜05:00
［日曜定休］

あおぞら整骨院
043-247-3551

営業時間
穴川コミュニティーセンター、サークルプロムナード
（火曜）19:00〜20:30

2011年11月文芸社より
「こころのせんたく」
を出版。
全国の書店にて絶賛発売中。

営業時間
5:00〜14:00
［日曜・祝日定休］

焼酎ダイニング なべ忠

043-243-9272

創業46年！
老舗の社交ダンススクールオー
ナーが指導をしています！

営業時間
（月曜〜金曜）
9:00〜19:00

美容室

090-3048-9381

須藤材木店

043-290-8881
千葉市稲毛区穴川4-12-3
（本校：千葉市中央区松波2-8-3 MAビル2F）

※詳細は事務局までお問い合わせください。

0120-517-332

営業時間
9:00〜21:00
［木曜定休］

一般個人の方は
【いいね稲毛！応援団】
として
稲毛＆私たちの活動をサポートしてください！

参加特典 ●年4回
［INAGE TIMES!］
をお届け
●サポーター会議への参加
（年6回）
●ホームページ、
Facebookでお店を紹介

参加特典 ●各サポーター店でのサービス＆ご優待

●活動資金として年会費12,000円
（月会費1,000円）

［不定休］

応援団（個人の方）

稲毛でお店や会社を構える方、
一緒に稲毛を盛り上げていきませんか！

参加費

営業時間
9:00〜20:00

（時間外応相談）

内容は店舗によって異なりますので、詳細は各サポーター店までお問い合わせください。

参加費

●1,000円
（有効期限はございません）

参加方法 事務局、
またはサポーター店でお申込みを！詳細はお問い合わせください。

