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長沢商店会

2022年5月10日
（火）
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▶掲示期間 5月9日
（月）〜20日
（金）
13:00〜16:00
▶掲示場所 つながる広場（西長沢バス停そば）
長沢商店会会員店舗

鶏屋■

令和4年12月31日(土)まで

QRコードを置くだけで

（大手スーパーや、
家電量販店、
電子商品券
！
！ 大手ドラックストアなどは対象外）
●当選者は1セットから5セットまでの間で、
希望セット数の購入が出来ます。
●スマートフォン等のブラウザで利用可能です。
アプリのインストールは不要です。

申込

下記アドレス、及び検索、QRコードから
購入ページにおすすみください

https://kawasaki-jimoto3.jp

（重要）川崎市の情報等を元に掲載していますが間違いがあるかも知れません。

お申込＆ご利用は、川崎市の公式案内をご参照ください！
！

さし絵 まきちゃん

電子化に慣れている人と
相談してください
一部店舗でも相談可

▶当選通知が届きます。
▶応募代金の支払い・チャージを行います。
（期間中は、上限5セットまで複数回購入可能）
▶加盟店舗店舗でご利用ください。

初 夏の風 を 感 じ 始 めると ︑ア
イリスが緑の茎と細 長くとがっ
た葉をすうっと伸ばしうす黄色
の花 を 咲 かせる︒甘い香 りはお
しゃれだった 母を連 想させてく
れる︒
あの細 長いアイリスの根は夏
の草むしりのごほうびにと庭か
ら 私へのプレゼント だったのか
と思えてくる︒

じもと応援券第3弾
・申込は、
スマホ、パソコン等からできます。
・1台のスマホ等で家族分購入可能です
（最大3名様）
。
・お一人様1回の応募に限ります。
※応募者多数の場合は市内在住者を優先して抽選

https://love-nagasawa.org

抜いても 抜いても
キリがなかった︒
た ちまちド クダ
ミの山ができた︒
夏の日 ざしを受
けて暑 さと 流 れる
汗で意 識 が遠のき
そ う に な り ︑も う
ここ らへん で と ゴ
ミ袋に詰めた︒
ドサドサと４つか５つかの袋
に詰 め 込 み︑
これが最 後と 袋の
口をし ばろ う かと 思った ら︑草
の上に細長い小芋のようなもの
があった︒それはアイリスの根で
手にとるとしなびた緑の葉がだ
らんと揺れた︒
その根を持 ち帰り︑何 気なく
庭の片 すみに植 えたところ︑年
ごとに株が増 え︑５ 月を過 ぎる
と 黄 色い花 をふわりと 咲 かせ︑
ほのかに甘い香りを放つように
なった︒
も う実 家は人 手に渡し︑新し
い家が建ったらしい︒もう行くこ
とはない︒

12,000円
円分利用できます。
分利用で

●長沢商店会正会員
■賛助会員

☎.044-976-0540
（ASA南生田）

アイリスに想う
にゃあちゃん

電子商品券

●利用可能店舗
参加可能な
市内中小の小売業、
宿泊
・飲食業、
建設業、
生活関連サービス・娯楽業、
その他業種の店舗で利用可。

●高橋工務店

1円単位で使用できるプレミアム付き

2,000
円
お得 !

聖マリアンナ
医科大学病院

発行 長沢まちづくり協議会
印刷 ASA南生田・ASAランド前
編集 高橋工務店
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令和４年５月31日（金）
まで

1セット10,000円で

Vol.68
Vol.64

両 親 が亡 くなって空 家となっ
た実家に 年くらい通った︒
最 初の１ ︑２ 年は兄と一緒に
不 要 品 を 捨てたり︑庭 木 を 切っ
たり草むしりをしたが︑次 第に
足が遠のいた︒
ある 年の夏 ︑庭一面に広 がる
ドクダミを何とかしようと１人
で格闘した︒狭い庭を彩どってい
た紫 ランやすずらん︑水 仙など
の上にはびこったド クダミがお
おいかぶさるよ うにのさ ばり︑

川崎じもと応援券
利用期間

岬●

トーヨー
エステート●

●ほっともっと
生田高校

●リカー&フーヅ かどや
●金子手芸店

■ハックドラッグ

■川崎信用金庫

■ベンガベンガ

●フジ薬局

●ティートゥリースター

第３弾 電子商品券

申込期間

JAセレサ川崎■

松沢米店●
飯島硝子工業●

クローバーハウス●
新洗組●

長沢ひろば●
サロンドユリ●

寿し清雅●

たかはし輪業●
とんかつ武信■

ASA南生田●

●クリーニングWAKO

長沢諏訪社

●カットハウス
セピア

マカナエ電気●

百合丘高校
長沢ぷりんと●
ほけんdays●
末吉商事●

●鮨ひろ

●YUI

田園調布学園大学

つながる広場

はなまる元気塾●

みなみ整骨院●
さわやか歯科医院●

狩野建築●

食い処さだくら●

Instagram
#長沢フォトコン

お問合せ：長沢まちづくり協議会

TEL.044-976-0540（ASA南生田・ASAランド前）

発行：長沢まちづくり協議会

2022年５月10日
（火）

『ショートカット』で「Skill を磨く」シリーズ②
長沢まちづくり協議会

長谷川 武

（4）他のアプリを開いている時も、簡単にデスクトップへ

試しに「マイクロソフト」（以下「MS」
）キーを押してみると、スタートメニュ
−が出ますのでスッキリ整理できます。

※ キーボードの下部、
左から３番目の（”MS” キー +E）で「エクスプローラー」が瞬時に表示されます。

（5）ページを変えたいとき

Ctrl+Enter のページ区切りを利用します。改行を入力していって改ページしたときのように前の部

分を修正する度にページがズレてしまうのを防ぐことができます。

˨Ά̞̒ʐɢʴʮɠɰȋ
わくわく情報発信

お得情報発信
店主のつぶやきも！
！

（6）ワードにあるリボンの機能を、キーボードから選択

Aｌt（オルト）キーを押すと、ページ上部にある各リボンの名前下に、4 角に囲まれた文字が表示

されます。ここに出ている文字を押すと、その機能が開くといった具合。２文字出ている場合は順に
押していきます。

例えば、ページレイアウトのページ設定を開きたいときは、画面を見ながら Alt、P,S,P のキーを順に
押していきます。

キーの順番を覚えてしまえば、別のリボンが開いていても素早く機能を選択できるようになります。

(7) 『タスクバー』（画面の下部）にシフトされているアプリを起動する方法

᧸॓ڎе

生田緑地ばら苑（開苑期間）

▶5月6日(金曜)〜5月22日(日曜)まで
平日10:00〜16:30 土日祝9:00〜16:30
※いずれも最終入場は午後4時まで
公開期間中は休まず開苑します。

「MS」+「1」キーを押すとタスクバーの一番左端のアプリケーションが
起動します。
「MS」+「2」キーならば 2 番目、
「MS」+「3」キー

ならば 3 番目のアプリが起動します。

（8）ワードで使えるキーボードショートカットの便利技

◎Shift+ 矢印キーで範囲選択＝Shift キーを押さえながら、矢印

キーを。

（続く）

入苑無料（ばら苑募金をお願いしています）

子どもの表現力を育むリトミック
（長沢地域2教室のご案内）

こつがい音楽教室

リトミック・ピアノ

＜2022年開講クラス＞
・０〜１歳（2021年度生まれ）木・10:30〜11:00
・１〜２歳（2020年度生まれ）火・10:50〜11:30
・２〜３歳（2019年度生まれ）木・11:10〜11:50

教室

多摩区長沢

piano0522.ai@gmail.com

生田高校交差点近く てとて教室２Ｆ

自分で考える力を育てる！

ベビーマッサージ＆発達あそび
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火
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●

５

木
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体験料30分1,000円

体験会①０歳児クラス ベビーマッサージ 9:50〜
体験会②１歳児クラス 発達あそび−バランスボール− 10:35〜
体験会③ママクラス ママのための産後エクササイズ 11:20〜
■持ち物 バスタオル ■会場 てとて2Ｆ（多摩区南生田5-14-11）
■講師 友田万里（ともだまり）ママリュクスベビーマッサージ認定講師

ご存知ですか？

神奈川県内で自転車を利用する皆様へ

となっています。

全国的に
義務化が

加入 義務

進んでいます︒

自転車損害賠償責任保険等への
は

自転車事故の高額賠償事例
約9,500万円（平成25年7月神戸地方裁判所）
自転車の安全で適正な利用と自転車事故の被害者を速やかに救済し、加害
者の経済的負担を軽減するため、神奈川県では、
「自転車の安全で適正な利用
の促進に関する条例」
を2019年4月から施行しています。

宮前区菅生のリトミック・ヴォーカル教室

会場（宮前区）長沢自治会館

開催日ホームページ参照

https://miyuki-music.crayonsite.com
miyuki.and.music@gmail.com
LINE ID@091inlpa
ホームページ

お問い合せ

子どもが自転車を運転する
場合も保護者が加入しましょう

保険については専門家に
ご相談ください！
！

ほけんｄａｙｓ

044-978-4341（南生田4-20-1-202）

地域の SDGs VOL.５

緑のカーテンで夏を乗り切る

毎年、この時期にゴーヤの苗を植える。
いわゆる、緑のカーテン。
緑カーテンとは、アサガオやヘチマ、ゴーヤなどのつる性の植物で
建物の窓や壁をおおい、強い夏の日差しを和
らげるなど、様々な効果の期待できる「地球
に優しい自然のカーテン」のこと。
そして、ゴーヤを収穫して食べる楽しみも
ある。
一緒にトマト、ナス、ピーマンなどの夏野
菜も植えた。毎日水やりをしながら生育を見
るのも楽しい。
（H.T）

「つながる新聞」は、印刷・配布を
ASA南生田・ASAランド前。編集を高
橋工務店が協力し、長沢まちづくり協
議会が発行する地域情報紙です。
現在は、長沢地域の情報を中心に
発行していますが、西生田・寺尾台、
菅馬場…などの情報も発信していき
たいと思っています。
情報のご提供とご寄稿
いただける方のご連絡を
お待ちしております。
らぶながさわ
TEL.044-976-0540
ASA南生田・ASAランド前

かわさきSDGsゴールドパートナー

長沢まちづくり協議会
連携企業・団体

・長沢商店会・バオムFC川崎・高橋工務店・ASA南生田
・長沢まちづくり協議会…
編集

高橋工務店

印刷

ASA南生田・ASAランド前

