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千葉トヨペット本社屋

国道14号沿い、美浜区稲毛海岸に立つひと際目立つ建物が千葉

●千葉市美浜区稲毛海岸4-5-1
（千葉トヨペット株式会社）
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修費をかけ、新社屋として再建されました。

トヨペット本社です。
その歴史は古く、はじめは明治32年、
日本勧業

昭和40年に完成した社屋は躯体は鉄筋コンクリート造に変わった

銀行本店として東京麹町区に建築されました。明治43年には東京

ものの、屋根は建築当時と同じ木造銅葺、寺社建築に用いられる唐

上野で開催された勧業博覧会の本館、迎賓館として使用されるな

破風を持つ中央の玄関から左右対称に長くのびる和風を基調とし

ど、28年間にわたり、
その威容を誇ってきました。

た特異な外観等、当時の姿を模して風格を損うことなく、平成9年に

大正15年、京成電気軌道株式会社(現京成電鉄)に当時の金額2万

は国登録有形文化財に指定されました。

5千円で売り渡され、谷津遊園(現習志野市)内で「楽天府」の名の

歴史ある建物をお散歩がてら見学してみてはいかがでしょうか。

もとに、坂東妻三郎のプロダクションとして撮影場に使
用されていました。そして昭和15年に谷津遊園から現
在の企業庁のある場所(現中央区長洲1丁目)へ移築さ
れ、千葉市役所庁舎として生まれ変わり、その後20年
にわたり、市民・県民に親しまれてきました。
昭和38年、千葉市新市庁舎の落成で姿を消すことに
なりましたが、桃山式の純和風2階建という他にはない
この建物は復元・保存が強く望まれ、市内に再建する
ことを条件に千葉トヨペット株式会社が無償で譲り受
けました。その後、当時の金額で1億7千万円ほどの改

広がる、
稲毛の輪」
メッセージリンク「つながる、
美容室

2018年4月にリニューアルオープンした「ヨガ

スタジオに顔を出すだけでハッピーな気分

ンリー、お子様連れ大歓迎のアットホームな

また、小倉さんは小さなお子様が大好きで、

ズみん先生の元気パワーで楽しく加圧をや

す。子供達は大きくなってしまいましたので、

&加圧スタジオ くるくる」
は、女性スタッフオ

スタジオです。私もオーナーの小倉さん、
ア

っています！ スタジオは小倉さんこだわりの

ナチュラルな内装で、加圧だけでなくヨガレ

ッスンも落ち着いてできます。

飲み仲間でもあるオーナーの小倉さんは

いつもニコニコ笑顔でお出迎えしてくれて、

Apakabar

ヨガ&加圧スタジオ くるくる

▼

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。

稲毛浅間神社の紅葉（12月）

になります。(^^)

赤ちゃんと一緒にできるヨガも多数ありま
いつか孫と一緒にヨガをやるのが夢です！

ヨガ&加圧スタジオ くるくる

稲毛東3-16-16 ISビル２F ☎070-5457-4596
レッスンスケジュールは
http://kurukuruyoga.com/をご確認ください

これ結構キツイんですよ！
左）
くるくる・アズみん先生
右）
美容室 Apa kabar
留守直美 店長

■いいね稲毛！サポーター店（2018年10月現在） ［食べる・飲む］ 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／
izakaya銘酒の里／鶏料理専門店 鶏三／炭火やきとり 鳥繁／カレーレストラン シバ／串焼屋 鉄／ミュージックバー フルハウス／炭火串焼・野菜豚バラ巻 い志い 熟成鶏
十八番／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）／自家製太打麺 勢拉 稲毛店／ライブハウス 稲毛K'sDream／
カフェ福堂／メンフィス／Eureka Coﬀee Roasters／旨処こうのとり／居酒屋忠助 ［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
［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 Apa kabar／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／
たいじ整体／ネイルサロンBurny／Fitness labo REBORN／ビック薬局／もみの匠／あいペットクリニック稲毛獣医科 ［学ぶ］空手道 武現塾／レセ・フェール
バレエ 稲毛教室／キックボクシングジム マスターズピット／スタジオ アドバンス／ヨガ＆加圧スタジオ くるくる ［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 やまゆり総合法務事務所／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／デイサービス ちゃお

vol.19【 2018 Autumn】
2018年11月発行

発行：稲毛活性化プロジェクト いいね稲毛！
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https://1117inage.net/
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第13回

稲毛あかり祭「夜灯」

11月24日（土）前夜祭 25日（日）本祭 開催！
その昔、稲毛の海では新月の夜、
カンテラのあかりで魚を獲る遊びの漁「夜とぼし

10分100円の時間制カフェです。
ソフト
ドリンクバーは無料です。
食べ物、
飲物
持ち込み自由です。
ほっとひといきつい
たり、
自分を取り戻せるような場所をご
提供します。

漁」が行われていました。波が引いた後の潮だまりでは、
たくさんの小エビや魚が獲
れたといいます。
このお祭りは、
その光景を稲毛のまちに再現する毎年恒例の大人
気イベントです。手作りのやさしいあかりに照らされた稲毛のまちを、昔に思いを馳せ
ながら、
ゆっくりと歩いてみてください。http://yotoboshi.org/

【営】
火〜土曜 15:00〜19:00
【日曜・月曜休】

日
場

【営】
10:00〜23：30(最終受付22：30)
【1/1のみ休】

時／

12月2日(日) 20：00〜21：30

所／稲毛駅西口徒歩0分 スタジオアドバンス

参加費／1,000円【どなたでもご参加できます・要予約】

1000人のゴルフスイングを見たから言える

ゴルフスイングのミソ!
かんたんな打ち方教えます♪

【営】9:00〜12:30、
14:30〜18:30
【日曜・祝日／お盆／年末年始休】

【講師プロフィール】
・こてこての千葉市若葉区出身（桜木小学校、加曽利中学校、県立千城台高校）
講師
・ゴルフ練習場経営（ジャパンゴルフスクール）関連会社：緑化建設(株)
大和田 将弘
・資格／ゴルフコーチングインストラクター
（＠International Golf Academy）
大学卒業後、米国のゴルフを学ぶべくワシントン州にあるゴルフ学校（インター
ナショナル・ゴルフ・アカデミー）に留学。
３年前に創業者の父から練習場を譲り
受けたのを機に、
レッスンから経営へと異動。現在は地域活動にも積極的に参加
web
し、
『千葉商工会議所 青年部』
『千葉東法人会 青年部』などで活躍中。
お申込み

【営】
月〜土曜／18：00〜24：00
日曜／11：30〜14：00、17：00〜23：00【不定休】

イベント報告

いいね稲毛！では毎月第4土
曜日（雨の場合は翌日）、朝7時
よりJR稲毛駅ロータリーを
始め、稲毛駅周辺の お掃
除を行っています。どなた
でも、お気軽にご参加くだ
（次回11/24開催予定）
さい。

デリバリービジネスの未来を、
一緒に創りたい。

【営】
17:00〜23:00
【日曜休】

平成最後の幹部候補募集
【営】
18：00〜1:00
（金・土曜2:00）
【火曜休】

ヨガ＆加圧スタジオ くるくる

5/20（日）、第一回いなげマルシェを仲よし公園（稲毛
区小仲台）にて開催しました。当日は天気に恵まれ、
大勢の方にご参加いただきました。予想外の人出で
惣菜が早々に売り切れてしまうなどのハプニングも
ありましたが、来年は一層パワーアップしたいなげ
マルシェを開催できるよう、準備を進めていきます。
京成みどり台駅横にあるコーヒース
タンドです。様々な人々が行きかうお
店を目指しています。当店で扱うコー
ヒー豆は、生産者と直接交渉をして買
い付けし、
当店で焙煎しています。

http://www.eureka-coﬀee.net/
【営】月〜土曜／7:00〜21:00（水曜18:00）、
日曜／10:00〜18:00 【年中無休】

7/14（土）
・15（日）稲毛せんげん通りで
は、毎年子供たちの長蛇の列ができる
射的ブースに加え、
くじ引きブースを新
たに出店。サポーター店からはクラフト
ビール、焼き鳥串屋台などが出店し、お
祭りに花を添えました。
＊詳細は各店舗にご連絡ください

いいね稲毛！加盟店では、一緒に働く

元気な仲間を募集しています。

スタッフが
輝けるサロンです

いっぱい働こう！
いっぱい遊ぼう！

勤務地：船橋市・鎌ケ谷市・白井市
(株)ベンチマーク

社会保険完備・退職金・家賃手当・引越代
負担・夏冬賞与・健康診断年2回・禁煙手
当・車両貸与・社員旅行

相続 遺言 税金 保険
税理士 行政書士 FP

名物
鶏三揚げ！

「INAGE TIMESを
見た」
で、

片岡事務所 無料相続税診断
TEL.043-306-1075
（先着10名様）

月〜金曜／9:00〜18:00
土曜・日曜・祝日：要予約【不定休】

［美容院］Apa

kabar

tel. 043-253-7702

［鶏料理専門店］鶏三

tel. 043-375-1044

［理容室］AdvancedHair

tel. 043-246-2864

〒263-0051 千葉市稲毛区園生町390-47
http://www.kataoka-oﬃce.jp/

