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「わがまち」
バックナンバーが
ご覧になれます。

発行月／不定期発行（担当／新井・井口）

住民・行政・ディベロッパー

三位一体となった

模な停電、断水、通信
障害をもたらし、県民
の生活にも大きな支障
をきたしました。９月
日 時時点の千葉県
発表でも千葉県全域で
約３０，３００軒が引

続き停電に見舞われて
いる模様です。
今般の台風 号によ
り被災された皆様には
心よりお見舞い申し上
げます。
佐倉市内でも９月
９日時点
で 約 ２ ０，
７００軒
に停電が
生じまし
た。 ユ ー カ
リが丘内に
おきまして
は、 停 電 や
断水こそあ
りませんで
し た が、 一
部のお住ま
いで屋根や
カーポート
の 飛 散、 庭
木や物置の
倒壊等の被
害が発生し
ておりま
す。 ま た、
山万ユーカ
リが丘線も

災害に強い街づくりを目指して
先般９月９日未明に
かけて千葉県全域を直
撃した台風 号は、関
東に上陸した台風とし
ては最大級で、記録的
な暴風と非常に激しい
雨で、千葉県内に大規

ユーカリが丘における災害対策の概念図
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強風による安全確保の
だ増えるものと思いま
ため、一時的に午前
す。山万グループと致
時過ぎの便まで運休と
しましても、全力で取
なってしまいました。
り組み中ですが、職人
山万グループでは台
の手配等の難しさから
風通過直後の９月９日
その全てを完了するに
早朝に災害対策本部を
は時間を要します。
』と
立ち上げ、ユーカリが
い う こ と で す。 更 に、
丘内の被害状況を調査 『 台 風 被 害 に 便 乗 し た
しているとのことか
悪質商法や詐欺が発生
ら、現在の状況等を聞
する可能性もあります
きました。
『台風通過直
ので、充分にお気をつ
後からユーカリが丘地
けて、おひとりで考え
区全体の被害状況の調
ずにご家族やご友人に
査を始めました。千葉
相談されますようにお
県全体の被害状況に比
願いします。また、お
べれば軽微ではありま
困り事・お悩み事がご
したが、今回特徴的な
ざいましたら、山万グ
のは高木の倒木や落ち
ループで運営しており
葉 の 堆 積 に よ る 漏 水、 ますユーカリが丘・ラ
街路灯の傾きといった
イフサポートセンター
強風が原因と想定され 「くらしの応援団」にお
る現象です。千葉県内
気軽にご相談下さい。
』
☎０１２０―１６１６―９１
の大停電は強風によっ
『１９９５年の阪神
て電信柱が倒壊したり
淡路大震災や２０１１
倒木による架線の切断
年の東日本大震災を経
等が原因と言われてい
て、各家庭でも災害へ
ますが、今後は電線等
の備えを整える〝自助〟
の地下埋設による無電
の意識は高まっている
柱化も必要となるで
ものと思いますが、や
しょう。また一方、
ユー
はり大災害では〝自助〟
カリが丘内の住民の皆
だけでは十分とは言え
様からのお問い合わせ
ません。また、国や自
やグループ社員の戸別
治体の公的活動・支援
訪問により、修理依頼
を含めた山万グループ 〝公助〟もありますが、
隅々まで行き届くには
に対するご要望が、９
時間がかかります。
月 日時点で２５０件
その隙間を埋めるた
を超えました。今後ま
18

10

め の 地 域 で の〝 共 助 〟
こそが、お住まいの皆
様の安心・安全につな
がるということを今回
の台風被害でも改めて
実感しています。そし
て、今回の災害を教訓
として、山万グループ
災害対策本部と致しま
してもユーカリが丘地
区自治会協議会の皆様
やＮＰＯ法人ユーカ
リタウンネットワー
ク、ユーカリが丘地区
社会福祉協議会、ＮＰ
Ｏ法人クライネスサー
ビス等の各種団体、行
政・警察・消防等の皆
様とより一層緊密に連
携 し、 具 体 的 な「 備
え」を一層進めて参り
ます。
』まさに「備えあ
れば憂いなし」の実践
が求められているとい
うことを実感致しまし
た。

■回答者世帯主のご年齢

■世帯構成

一戸建てにお住まいの方がおよ
そ６割︑マンションにお住まいの
方はおよそ４割でした︒

■居住形態

将来の住まいについては︑一戸
建てと回答した割合が ％に留
まったのに対し︑マンション︑高
齢者住宅が注目されていることが
伺えます︒

■希望する将来の住まい

※実際のユーカリが丘の世帯人口は 2.46 人です。

ユーカリが丘の皆様にはアンケートにご協力いただきまして誠にありがとうございました。

ユーカリが丘街づくりアンケート２０１９結果について
山万株式会社では１９７１

代以上のどの世帯からもまん
べんなくご回答が寄せられまし
た︒また︑ 代以上の方のご回答
が全体の約半数を占めました︒

平 成 年の 国 勢 調 査 に よ る
と︑ 日 本 全 体 で の 世帯人数は平
均２・３８人であるのに対し︑ア
ンケートの結果では２・７９人で
した︒

■︻戸建︼希望する設備

25

年の開発着手以来 年間に渡
り、安心して住み続けられる
街ユーカリが丘を目指して街
づくりに取り組んでまいりま
した。全国的に少子高齢化が
進む中で、ユーカリが丘にお
いては「街の成長管理」とい
う考えの下で、年間の販売戸
数を限定することで、分譲開
始から 年が経過した現在に
おいても、お陰様で子育て世
代を中心に人口が増加し続け
ております。一方で近年ＡⅠ
やⅠｏＴの活用による第四次
産業革命ともいわれる大きな
社会構造の変化が進み、私た
ちの生活も大きく変わろうと

■
︻マンション︼
希望する構造

300

250

200

150

■
︻マンション︼
希望する間取り

139

しております。

ウッドデッキ

そのような大きな時代の変

145

希望する将来の住まいで﹁戸建﹂と選択した方の中で︑ 共働きの家族の
増加とネット販売の浸透により︑宅配ロッカーの需要が近年高まってきてい
ることが伺えます︒

188

革 の 中 で、 こ れ か ら の ユ ー

282

カリが丘の街づくりについ

ソーラーパネル

希望する将来の住まいで﹁マン
ション﹂と選択した方の中で︑３
ＬＤＫと２ＬＤＫを選んだ方が８
割以上を占めていました︒

195

て、ユーカリが丘にお住まい

賃貸戸建
19世帯1％

宅配ロッカー

希望する将来の住まいで﹁マン
ション﹂と選択した方の中で︑震
災から８年が経ち︑免震構造に対
する期待が高まっていることが伺
えます︒

259
浴室暖房乾燥機

の皆様のご意見を賜りたく、

所有戸建
1001世帯
56％
所有マンション
656世帯
37％
215
食洗器

２０１９年６月中旬にユーカ

一戸建て
マンション
25％
41％

蓄電池

リが丘の全世帯へアンケート

制震構造
11％

高齢者向け
住宅34％

126

ノンタッチキー

調査を実施いたしました。そ

156

電動シャッター

の結果、ユーカリが丘全世帯

免震構造
63％
耐震構造
26％

100

50

0

の約 ％にあたる１７７９件
のご回答をいただきました。
多くの方にご協力いただきま
したことに厚く御礼申し上げ

3LDK
49％

48

ると同時に、以下に概要をご
報告いたします。

2LDK
36％
4LDK
11％

寮・社宅
5世帯0％ 回答なし
52世帯3％
賃貸マンション
46世帯3％
床暖房

3人
322世帯
18％

2人
660世帯
37％
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1人
290世帯
16％

4人
319世帯
18％

7人77世帯4％
6人15世帯1％
5人96世帯6%

50代
15％
60代
21％

60

40代
20％
70代以上
29％

30代
12％

30

20代以下1％
無回答1％
1LDK
2％
5LDK以上
2％

40

24

■街づくりにどのような工夫があれば駅前に賑わい
が生まれると思いますか
新たな施設の開設

■参加したいイベント
B 級グルメなどの食の
イベント

687

歩道整備など交通インフラの改善

669

公園や緑地などでのイベント開催

669

最先端技術の導入
（自動運転バス、ロボット）

地方特産品などのご当地
紹介のイベント

194
0

100

200

300

400

500

600

521

異国フェス

514

ファーマーズマーケット
クリスマスマーケット

502

700 800

■今後ユーカリが丘で整備を希望する高齢者設備
642

マラソン・スポーツ体験教室
などのスポーツイベント

594

特別養護老人ホーム
希望する施設はない

503

住宅型有料老人ホーム

230

スターライトシネマ

223

111

回答無し

92
0

パブリックビューイング

100

200

300

400

500

600

700

800

サービス付き高齢者住宅や特別養護老人ホームに高い関心
が寄せられました。 ※ユーカリ優都会では２０２１年３月に１００
床の特別養護老人ホームを開設予定です。

京成本線ユーカリが丘駅

176

青空ヨガレッスン

167

その他

42
0

1067

400

600

800

1000

1200

せられました。

759

医療機関

200

Ｂ級グルメや地方特産品等の食に関するイベントに高い関心が寄

902

イオンタウンユーカリが丘

199

スケートリンク

■ユーカリが丘内に路線バスが整備された際に、 バ
スを利用して移動したい目的地

469

スカイプラザ・モール（ＯＫストア等）
金融機関

354
270

佐倉市出張所
ユーカリプラザ

208

介護福祉施設

164
0

200

400

600

800

1000

1200

・イオンタウン前の渋滞の解

32

消。

・開発当初からある道路の傷

■街づくり
全般について

街づくりについては１７０７

みが進んでいるので直して

⑵道路補修について… 件

件のご意見をお寄せいただき

欲しい。

⑶都市計画道路開通について

…１０２件

ました。特に多くいただいた

ご意見としては次の通りです。

●商業施設について

・国道２９６号線のバイパス・

)

号線への延長の早期完成

16

（合計５７９件）

⑴駅前について…１５３件

●満足している点について

を願う。

ラザ・モールの空き空間に

合
(計 件
84

・ユーカリプラザやスカイプ

魅力的な店舗を誘致し活性

・とても快適に生活できてい

して公園へ遊びに行かせる

化して欲しい。

・マックスバリュ閉店後、新

ことができ、緑が多く在宅

94

ます。子育てするにも安心

しいスーパーが誘致されな

勤務をしていても心豊かな

⑵宮ノ台について… 件

いので、早く新しいスーパー

毎日を過ごしています。今

後もユーカリが丘の街づく

りを楽しみにしています。

今回いただいたご意見につ

いては、今後も住民の皆様と

が欲しい。※６面をご参照

ください。

●交通について

（合計３７７件）

73

⑴山万ユーカリが丘線につい

一緒に整備や関連先への要望

て… 件

・山万ユーカリが丘線は便利

を行っていきます。ご意見を

多くいただいておりました商

業施設整備として山万ビオト

ピアプラザのスーパー誘致に

ついては、中面に掲載させて

だが、階段は年配者には大

変。

・山万ユーカリが丘線はなく

93

さないで欲しい。

いただいておりますが、年内

⑵バス… 件

・細かく住宅内を回ってくれ

プンする予定ですので、ご期

待下さい。

皆様からいただいたアン

ケート回答につきましては大

切に今後の街づくりに役立た

せます。

ご回答いただいた皆様に重

ねて御礼申し上げます。

に生鮮市場『てらお』がオー

62

るバスが出来るととても嬉

しい。

⑶京成電鉄について… 件

・特急電車をユーカリが丘駅

に停車させて欲しい。

●道路整備について

（合計１８２件）

⑴交通渋滞について… 件

行き先として駅や商業施設、 病院などへの要望が多く寄せられました。

28

264

工作や実験などの親子で
楽しめるイベント

425

その他

612

フリーマーケットや古本市

新しい施設の開設やインフラ整備、イベント開催に回答が集中しました。

サービス付高齢者住宅

786

コンサートイベント

287

デザインにこだわった建物

1105

ム」がこの度、更に進

ピーサークルシステ

ポートシステム「ハッ

が丘独自のライフサ

社が取り組むユーカリ

いますが、山万株式会

もいらっしゃるかと思

りますのでご存じの方

でも何度か紹介してお

過 去 の「 わ が ま ち 」

るように「ユーカリが

て住み続けていただけ

丘でいつまでも安心し

も応援し、ユーカリが

のような方々を少しで

れました。そこで、そ

うご要望が多く寄せら

後押ししてほしいとい

のような近居・同居を

民アンケートでは、こ

ます。先日実施した住

ので詳細は下記にお問

す。諸条件があります

る場合に適用されま

新築分譲住宅を購入す

住し、山万が分譲する

ユーカリが丘地区に居

転して、両方の世帯が

親世帯又は子世帯が移

助成額は最大 万円。

定額の１００％で買い

まいになった自宅を査

える際に、今までお住

ポート」です。住み替

が「１００％買取りサ

ソフト面での代表例

い っ た 考 え 方 で す が、

じて整備していくと

方を時代の変化に応

ド面とソフト面の両

出 来 る よ う に、 ハ ー

中で住み続けることが

がユーカリが丘地域の

システム」とは、住民

「ハッピーサークル

い合わせください。

ピーサークルシステム」

して「ユーカリが丘ハッ

街づくりの先進事例と

フサイクルを見据えた

２０１８年には、ライ

化を図るシステムです。

循環を促し、街の活性

ことで街に住む世代の

い世代に再度販売する

宅をリフォームして若

ともに、買い取った住

ズに行っていただくと

わせた住替えをスムー

しライフスタイルに合

に係るストレスを解消

取ることで、住み替え

自の高齢者福祉の仕組

ためのユーカリが丘独

み続けられる街にする

し、生涯にわたって住

スなどを総合的に提供

護・介護・医療サービ

活サービスに加え、看

ズに応じた住まいや生

シニアの多彩なニー

声を頂きました。

サイクルとして期待の

生じる課題を解決する

化や人口減少によって

査員の方からも、高齢

受賞しております。審

がグッドデザイン賞を

山万株式会社 企画部

問合せ窓口

サークルシステムの

※リターンハッピー

となるエリアです。

ユーカリが丘」
「宮ノ台」

丘」「西ユーカリが丘」「南

… 住 所 が「 ユ ー カ リ が

※ユーカリが丘地区とは

も嬉しいことですね。

能が充実したのはとて

暮らせる街としての機

いつまでも安心して

ム」もあります。

ピーサークルシステ

みである「シニアハッ

態も多岐にわたってき

る親世帯と子世帯が近

離れて生活をしてい

呼び寄せ

ハッピーサークルシステムの
進化版が誕生

化をしたということで
丘街づくり研究会」が

ております。特に最近

居・ 同 居 す る こ と で、

呼び寄せ

最大 万円の助成

その概要をお知らせし
発足しました。

では、地元で育った子

親が育児や子育てのサ

万円の交付

併せると最大 万円の

サークルシステム」と

が、
「リターンハッピー

だく必要があります

市役所に確認していた

あるため、詳細は佐倉

らは補助金予算の枠が

が受けられます。こち

り、最大

援事業を展開してお

的に近居・同居住替支

と人口の維持増加を目

■佐倉市でも、定住化

☎４８７―６３８１

ます。
この研究会で、親と
子が近居・同居をする
際の住宅取得費用の一
部を２０１９年の研究
開発費で助成するとい

供世代が進学や就職で

ポートをし、子が介護

50

■住民の皆様の
声から誕生した
リターンハッピー
サークルシステム

一度街を離れた後、結

や見守りをサポートす

う試みを９月１日より

婚、出産を経て自分が

るなど、お互いの不安

１９７９年の分譲開

育った街に戻って世帯

や負担を軽減し、高齢

実験的に開始しまし

を構えるというケース

期・子育て期を安心し

始以来、お住まいにな

や、高齢になられたご

て過ごせることを目指

☎４８４―６１６８

佐倉市住宅課住生活推進班

支援事業の窓口は

※ 佐倉市近居・同居住替

きます。

補助を受けることがで

80

た。

両親を近くに呼び寄せ

します。

呼び寄せ

リターン

られている方の家族形

るケースが増えており

リターン

30

30

第36回 緑のまつり

ユーカリ夏フェス

4月29日

ユーカリが丘南公園・志津コミュニティセンター
（ユーカリが丘商店連合会主催）

ユーカリが丘北口駅前エリア
（ユーカリが丘商店街振興組合主催）

毎年恒例となりました
「緑のまつり」が開催さ
れ、22,000名の来場(主
催者発表)があり、祭り
の会場は大変な賑わいを
見せていました。
今回は平成最後の年の
開催となり、スラックラ
インの体験会やハイハイレースなど初め
ての取り組みも多数取り入れられていま
した。また、毎年ご好評の働く車の乗車
体験やゲームラリーは、老若男女問わず
お楽しみいただけていたようです。お餅
つきでは、小さなお子様の餅つき体験も
実施。初めてで緊張しながらも一生懸命
にお餅をついていました。

7月20日・21日

今年は本祭の開催時間を大幅
に変更し、暑い昼間を避け夜ま
での開催となりました。初めて
のイベント『キャンドルライ
ト』で素敵な夜を彩り、多くの
来場者で大盛況でした。
地元の子どもたちの願いが書
かれた七夕飾りが飾られた会場
では、出店が並び、ダンスや音楽のステージ、ベ
イエフエムの人気DJライブがありました。またす
いか割りや竹工作体験、射的など、ユーカリプラ
ザ入り口からスカイプラザ・モール入り口に通じ
る「歩行者通路」にかけての様々なイベントは、
大勢の人で賑わいました。

スラックラインはスポーツつなわたり

第37回 ふるさとユーカリ祭り 7月27日・28日
ユーカリが丘南公園
（ユーカリ祭り実行委員会主催）

第37回「ふるさとユー
カリ祭り」がユーカリが丘
南公園および志津コミュニ
ティセンターに於いて、盛
大に行われました。
1日目の夜の大雨で会場
の各所に水溜りができてい
ましたが、ユーカリ祭り実
行委員および順天堂大学の
学生さんが水を掻き出した
り砂を入れたりしてのご尽
力により、予定した全イベ
ントが行われました。
ただ、1日目に行う予定
だった「花火」だけは台風の影響で風が強かったため、2日目に行われました。
今年は年号が令和に変ったことから、恒例の花火は5分延長して、花火の最大の
見せ場である「スターマイン」が初めと終わりに2回打ち上げられ、ユーカリが丘
の真夏の夜空に大きな令和の弥栄（いやさか）を響かせました。

山万ユーカリファームで製造販売されているトマト
ジュースが2016年に続き、2019年度モンドセレクショ
ン金賞を受賞しました。このジュースは、ユーカリ
ファームで栽培されているミニトマトを冷凍保存したも
ので作られています。添加物はいっさい使わず、サン
チェリープレミアム（赤）、イエローミミ（黄）の２種
類のミニトマトを使用しています。これらのミニトマ
トは、完熟してから収穫しており、それから作られた
ジュースの甘さと旨みはおりがみつきです。金賞の味を
是非一度お試しになられてはいかがでしょうか。農産物
直売所「樫の木」で常時販売しています。

場 所:西ユーカリが丘3-1-15
休業日:日・祝
お問合せ:
rym1225.rumiko@gmail.com

場 所:ユーカリが丘3-2-1
アクアユーカリ2階
時 間:スケジュールによる
駐車場:あり
＊お問合せ・体験予約は
info@lovhop.com へ

なっています。一人ひとりの
状態にあわせ機械を使わず全
てハンドマッサージによる施
術 で す。
「美」のためだけで
はなく慢性疲労の改善やスト
レス発散に効果があり、施術
を受けた方から絶大な信頼を
得ています。コースはボティ、
フェイシャル、ヘッドと３本
の柱にいろいろ選べるコース
がありオーガニックにこだ
わったアロマオイルを用いて
香りでも癒しの空間を作って
います。施術後には１階の喫
茶で作られたおいしいデザー
トとお茶が提供され癒された
心身に沁みてきます。セラピ
ストの松戸絵梨さんは、大手
のサロンを経て 年の経験が
あり「是非、非日常の空間を
味わって身も心もリフレッ
シュして欲しい」と話されて
いました。

Hand Made Salon
Rym Ruban
基本情報

デコディフューザー、ハー
バリウム、リボンアクセサ
リー、バック作りなど１日
で簡単に作って頂けるキッ
ト付きのお教室をしていま
す。レッスンでは仕事とし
て活躍出来る認定講師の資
格取得コースもございます。
例 デコディフューザー
２個で３５００円
お好きな香りをお作り頂
けます。

リボン教室

Ｙ☆ＨＯＰ ＳＴＵＤＩＯ

行ってみました。
フロントで、
「食事だけの利
用です。
」とお声がけして、レ
ストラン『団らん』へ。
大人から子供までゆったり
と食事をすることが出来るよ
う、広々としたスペースが用
意されていました。お食事だ
けでなく季節のケーキもあ
り、ママ友同士でも気軽にご
利用もできそうです。
今回の編集委員のおすすめ
メニューは、お刺身定食です。

場 所:西ユーカリが丘３-６-５
時 間:10時～18時（祝日17時）
駐車場:店舗隣接３台
休業日:火曜、第１・第３日曜
ＴＥＬ:050-3565-2146
＊当日予約も可。要相談
＊ホットペッパー、ラインで検索

産地直送のお刺身が５種類！
時期によって、内容が変更し
ます。

ポワリエ
基本情報

お花屋さんとカフェの〝ミ
ルエクラ〟の２階に昨年オー
プ ン。
〝ポワリエ〟は完全個
室で仕事や家事・育児に追わ
れる女性たちの癒しの空間に

リラクゼーションルーム

親子で通えるダンススクール

基本情報

場 所:ユーカリが丘3-2-1
アクアユーカリ1階
時 間:11:00〜22:00
食事ラストオーダー21:00
ドリンクラストオーダー21:30
TEL:488-1001

山万ユーカリファーム

アクアユーカリ２階にある
Ｙ☆ＨＯＰ ＳＴＵＤＩＯで
幼児からママさんまで楽しめ
るダンススクールがあるのを
ご存知ですか？こちらでは月
曜日から土曜日まで、ヒップ
ホップ、ジャズ、アイドルダン
ス等のクラスがひらかれてお
り、随時入会可能です。見学、
体験も大歓迎。キッズスペー
スもあるので全クラスお子様
連 れ Ｏ Ｋ。
体験当日入
会されま
す と、 通 常
５０００円
の入会金が
半額になり
ま す。 そ の
他、 受 講 料
の親子割
引、 き ょ う
だい割引等
の特典もあ
ります。

アクア ・ ユーカリ
レストラン団らん
基本情報

お風呂やプール・ボウリン
グなどでお馴染みのアクア・
ユ ー カ リ で は、 お 食 事 の み
でのご利用ができます！そこ
で早速、編集委員メンバーで

お食事のみで利用できる！

2019年度モンドセレクション金賞受賞
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新規店舗が続々オープン！

メルセデス・ベンツ正規販売店 が

センター」を新規オープン

丘サーティファイドカー

ベンツ成田 ユーカリが

この度、
「メルセデス・

フをサポートして参りま

て安心、快適なカーライ

と車検検査ラインを備え

設し３ベイの整備作業場

ビスワークショップも併

２０２０年初旬グランドオープン予定

されるということで、店

す。

を開始し新車、認定中古

月に千葉県成田市で営業

『弊社は、１９９１年４

宜しくお願い申し上げま

す る 所 存 で す。 ど う ぞ

される店舗づくりに精進

ユーカリが丘で皆様に愛

ムに５台、屋外に

台の

敷地内には、ショールー

株式会社シュテルン成田

千葉県成田市寺台 ―５

■ グランドオープンまでの連絡先

ろん、マグロの目利きの
プロが選んだおいしい
マグロ等が多数取り揃
えられております。
また、
店内にて三枚卸や二枚
卸、煮魚用や焼き魚用の
下処理など、様々な相談
に対応してもらえます。
お気軽に声をかけてみ
てください。

■ 店舗情報

スカイプラザ・モール１階

営業時間 時～ 時
☎３１２―４５６８

建物完成予想パース

中学校駅前 山万ビオトピアプラザ１階に
が

長の三浦さんよりお言葉

車の販売並びに車検、点

す。
』とのことです。

成長を続けている街

検、整備などのアフター

■店舗情報

を頂きました。

サービスを行って参りま

上座 ７１０― （予定）

展示車をご用意させてい

☎ ０４７６―２２―０１８３

した。

ただきます。また、サー

心 こころ よしひろ商店 が
鮮魚専門店 魚
(
)

60

スカイプラザ・モール１階にオープン

30

生鮮市場てらお

利便施設として更なる安
心と発展に一役かって頂
けると大いに期待されま
す。
■店舗情報
宮ノ台６―４
山万ビオトピアプラザ１階

19

８月 日スカイ
プ ラ ザ・ モ ー ル １
階に鮮魚専門店
心 こころ よ
「魚
(
)
しひろ商店」がオー
プ ン し ま し た。 こ
ち ら の 店 舗 は、 豊
洲市場や大田市場
にてマグロ専門の
仲卸をされている
会社による初展開
の小売店舗として
オープンしました。
市 場・ 産 地 よ り 直
送された新鮮で美
味しいお魚はもち

よしひろ商店

20

http://terao-s.co.jp/
■ オープンまでの連絡先

山万㈱ビル事業部
☎４６３―１３３６
産地直送の鮮魚が並ぶ

10

18

八千代店の様子
生鮮市場てらお

年内オープン予定
います。そ
「生鮮市場てらお」は
のひとつと
１９６５年に 坪の小
して、ユー
さな食料品店から産声
カリが丘店
を上げ、その後提供する
商品の増加と共に、徐々 （ 山 万 ビ オ
トピアプラ
に店舗面積の拡大を図
ザ１階）が
り、現在八千代店と西船
年内オープ
橋店の２店舗で営業を
ン予定とな
行い、テレビ番組でも多
数取り上げられるほど、 り ま し た。
生鮮市場て
地域の方々から親しま
らおのホー
れているスーパーマー
ムページの
ケットへと成長を遂げ
代表挨拶の
ております。令和へと元
中 で、
『実
号の改元に伴い、組織体
制も大きな変革を遂げ、 際に現場で
働く担当が
今 ま で 以 上 に、 地 域 の
市場へ行
お客様にご満足頂ける
き、 自 分
よう新規店舗の出店に
の目で見
積極的に取り組まれて
て「絶対に
売れる」と
いう確信の
もと仕入れ、販売し責任
をもって売り切り 仕
(入
担当責任制 こ
) れを毎日
行う』
『お客様がわくわ
く楽しんでお買い物し
て頂けるてらおを目指
し「また買い物に行きた
い」と思って頂けるよう
日々成長していきます』
という力強い決意を述
べられています。
宮ノ台周辺の身近な
16

31

宮脇書店 ユーカリが丘店
が

ユーカリプラザ４階にオープン

になっています。
地元のお客様と本との
懸け橋になる宮脇書店で
お気に入りの本を探して
みてはいかがでしょう

か。

■店舗情報

ユーカリプラザ４階

営業時間 時～ 時
☎４９７―６３４１

定休日 水
: 曜定休・
毎月最終週を除く火曜

22

カルチャーセンター

た 月中は無料や特別
価格でできる「体験レッ
スン」もたくさんあり気
軽に始めることができ
ます。新しい趣味を見つ
けたい、ものづくりが好
き、仲間と一緒に歌やダ
ン ス を 楽 し み た い、 知
的好奇心を充たしたい、
お子様の未来の可能性
を広げたい…暮らしの
アクセントになり豊か
な時間が過ごせるカル
チャーセンターにぜひ
通ってみてはいかがで
しょうか。
■店舗情報
ユーカリプラザ３階
受付時間 時～ 時
☎４６４―１９５５
ｓスペースが設けられ
ています。
また、学習参考書も多
く取り揃え本格化する
小学英語の棚を設けて
いたり、店内奥には、生
活 実 用 書、 季 節 商 品 な
ど表紙をみて選書して
頂けるリコメンドコー
ナーも用意されていま
す。
書棚が低く店内を見
渡せ、通路も広くとって
おり、馴染みのある昔な
がらの書店の雰囲気で
お子様からご年配の方
まで、安心してゆっくり
と選書を楽しめる店舗

店舗情報
■

西ユーカリが丘６―３―５

☎４６２―５５００

10

が

10

や、元歌舞伎座支配人が
様々な角度から日本の
エンターテインメント
の最高峰・歌舞伎につい
て楽しくお話しする「こ
れが歌舞伎だ！」
など
〝本
物〟を知る講師ならでは
の魅力があふれる講座
や、陶芸、手打ちうどん
教室、写真教室など男性
も楽しめる講座、千葉の
伝統を伝える「太巻き祭
りずし」講座などバラエ
テ ィ も 豊 富 で す。 月
日までは入会金無料
キャンペーンを実施（通
常３０００円＋税）
。ま
６月 日、ユーカリプ
ラザ４階に 万冊の本
を揃えてオープンしま
した。
新刊、話題書が中心に
なりがちな文庫、コミッ
ク売場ですが、
「宮脇書
店ユーカリが丘店」では
お客様と本との出会い
のきっかけになればと
いう考えで既刊も多く
揃えられています。児童
書売場では、絵本、書籍
に加え知育玩具も扱っ
ており、お子様と一緒に
選書の時間を楽しんで
頂けるよう椅子とテー
ブルを用意したＫｉｄ

が

てありますので、
まずは、
車の操作の楽しさや快
適さ・安心感をご体感く
ださい。
毎週末には様々なイ
ベントも開催していま
す。腕の確かなサービス
スタッフも数多く在籍
されているということ
ですので、新規購入や買
い替え、メンテナンスの
ことなどもお気軽にご
相談してみてはいかが
でしょうか。

西ユーカリが丘６丁目にオープン

千葉スバルユーカリが丘店

10

５月 日西ユーカリ
が丘６丁目にオープン
した「千葉スバル ユー
カリが丘店」は、多数の
車両を展示したショー
ル ー ム に、 ゆ っ く り お
待ちいただくことがで
きる空港のラウンジを
イメージした作りでフ
リードリンクコーナー
やお子様連れでも安心
のキッズルームを併設
しています。
試乗車も多数用意し

10 万冊を揃えてオープンした宮脇書店ユーカリが丘店

おしゃれな外観が印象的な千葉スバルユーカリが丘店

28

10

ユーカリが丘産経学園

21

ユーカリプラザ３階にオープン
ユーカリが丘駅前の
商業施設ユーカリプラ
ザ３階に９月 日オー
プンしました。産経学園
は来年創業 年を迎え
る日本で最も歴史ある
カルチャーセンターで
す。初代学園長は「赤毛
のアン」を翻訳したこと
で有名な村岡花子さん
でした。以来、一流講師
による指導で学ぶこと
ができ、趣味を共にする
仲間と一緒に楽しめる
交流の場として、各地で
多彩な講座を展開して
います。ユーカリが丘産
経学園では子供から大
人までみんなが気軽に
学べる約１３０講座が
ラインナップ。書道・華
道などの伝統的な稽古
事はもちろん、文学・語
学・絵画・手工芸・音楽・
ダンス・運動など様々な
ジャンルの講座が揃っ
ています。なかでも注目
はお子様が通える講座
がたくさんあること。ク
ラシックバレエやＨＩ
ＰＨＯＰダンス、空手、
合気道、キッズプログラ
ミングなど楽しいクラ
スが開講します。大人向
けの講座も充実してい
ます。劇団四季出身の講
師が教える「ミュージカ
ルソングを歌おう」講座
65

10

10

20

ユーカリが丘産経学園 受付

＜臨床遺伝診療センター＞
竹下 直樹 他

１０月５日（土）
１３：００～１５：００

腎と健康

＜腎臓内科＞
大橋 靖 他

１１月９日（土）
１３：００～１６：００

＜地域で考えるケアと治療＞
認知症とともに歩む“診断と治療”

＜脳神経内科・メンタルヘルスクリニック・
脳神経外科・リハビリテーション部
・ソーシャルワーカー・看護部 他＞

１２月７日（土）
１３：００～１５：００

骨粗鬆症について

＜骨粗鬆症ワーキンググループ＞
中川 晃一 他

１月２５日（土）
１３：００～１５：００

うつ病と地域生活（仮）

＜メンタルヘルスクリニック＞
桂川 修一 他

22

コインランドリー
Hare365

☎0120-324-075
西ユーカリが丘5-10-10
2018年12月28日オープン

身近な疾患や症状をテーマにした公開講座を開催しております。 多くの市民 ・ 医療関係者
の方々にご出席いただき、 病気の予防や早期発見、 地域医療の発展に役立てていただけ
ればと存じます。
講演テーマなどの詳細につきましては、 院内掲示およびホームページでもご案内しており
ます。 ご不明な点や講演テーマのご要望などございましたら、 当院総務課にご連絡下さい。

営業時間：24時間営業
年中無休
布団も洗える
大型洗濯乾燥機4台導入！
電子マネー決済も可能です

令和元年度 ボランティア募集のお知らせ

＊イベント情報＊

☎
（４８７）８６７０

看護士 ・ 介護士の方
山万グループの
ユーカリ優都会で
お仕事してみませんか？
事業拡大につき、
山万グループで運営する介護施設で、
看護士・介護士の方を
募集いたします。
お気軽にご連絡を
お待ちしております。
社会福祉法人 ユーカリ優都会

管理課 ☎043-460-7117

京成ユーカリが丘駅に特急の停車を実現させましょう。

ユーカリ石井薬局
☎497-3434
ユーカリが丘2-1-10
2019年6月1日オープン
営業時間：月～金9:00～18:00
土9:00～12:00 日・祝定休
サプリメントや飲み合わせ、
在宅訪問などお気軽に
ご相談ください。

新規店舗
オープン情報

遺伝と病気

ユーカリプラザ
リニューアル店 舗 情 報

９月２８日（土）
１３：００～１５：００

■「リリーズコレクション」 天
(
然石販売 が
) 、６月２日に
４ 階 か ら ３ 階 に 移 転 し、 リ
ニューアルオープンしました。
☎４６０―３０９０
■「カリス成城」 ハ
( ーブ、ア
ロマ専門店 が
) 、５月 日に
３ 階 か ら ２ 階 に 移 転 し、 リ
ニューアルオープンしました。
☎４６２―１５３３
■「ＩＢリーダーズ︑ＩＢイン
グリッシュ︑ＩＱそろばん教
室」が、３月５日、山万サン
サンビル２階からユーカリプ
ラザ３階に移転し、リニュー
アルオープンしました。
「ネ
イティブ講師がいて留学支援
ま で で き る 学 習 塾 」 と「 自
習、各種テスト対策、進路相
談まで可能な英会話」が一体
となった、次世代型学習塾と
なっています。
☎４６０―３３３５

2019年9月～2020年1月

