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◆りびすた新聞に関して

　　（記事についてのお問い合わせ）

◆建築工事（保育園・高齢者施設・店舗・事務所他）

◆リフォーム（倉庫・店舗の大規模改修からキッチン・

　　お風呂・塗装他）

◆土木工事（宅地造成・アスファルト舗装・排水工事他）

◆コジマグミカンボジア（海外事業）

◆アーバンホテル（宿泊・宴会）本厚木駅徒歩５分

◆ザムロッド（スポーツジム）　

◆アーバンスパ（大浴場・サウナ・マッサージ・エステ）

◆ゴルフ（インドアゴルフ練習場）　

◆介護に関するご相談（在宅介護・介護保険制度他）　

◆高齢者生活支援施設　けいわ荘

◆特別養護老人ホーム　ユニテ　けいわ

◆ケアハウス　えがりて

◆デイサービス　えまーぶる

◆厚木市荻野地域包括支援センター

☎046－241-2011
☎046－221-9152
☎046－241-5780

☎０４６－２２２－３３４４
☎０４６－２２２－８８４４
☎０４６－２２２－８８７９
☎０４６－２２２－１２９１

◆女性専用共同住宅・シェアハウスＫ
（光ヶ丘・長谷・本厚木）

◆ＡＳＪ厚木スタジオ（全国の建築家とつくる新築住宅）

◆ケッセル
（不動産の売買・仲介・斡旋等の不動産サービス事業）

☎０４６－２２１－４５４５

☎０４６－241－7771

☎０４６－２９７－７２５０

☎０４６－223－2141

お問い合わせ

０１２０－０５－３１５９

　真鶴半島の西側に位置する

真鶴町に「真鶴の家」が完成

しました。空気が澄んでいる時

には、相模湾と伊豆半島が見

渡せる非常に良い眺望で、室内は広 と々したダイ

ニングキッチンやゆったりとできるバスルームなど

非常に過ごしやすい木造平屋建ての住宅です。

完成までには、お客様や設計事務所様と何度も

打合せをさせて頂き、お

客様もご満足いただけた

住環境にて引き渡しをす

る事が出来ました。

「
真
鶴
の
家
」
　
が

完
成
し
ま
し
た

木造平屋建て　延床面積　154.16㎡
平成２７年１０月～平成２８年４月
株式会社　久間建築設計事務所様
株式会社　小島組

【構造規模】
【 工 期 】
【 設 計 】
【 施 工 】

　今年の3月にオープンした「あつぎこどもの森公園」。公園施設には、地面に下りずに森の中を歩く回廊では日本一長い「森の空中回

廊」や超高分子量ポリエチレン製では日本一長い「森のすべり台」などがあり話題になってい

ます。その公園施設の一部である「管理棟」と「作業小屋」を厚木市の公募型プロポーザル審

査により、小島組と小林建築事務所で企画提案した提案書が採用され、建設工事を行いまし

た。そして、この度、厚木市より平成27年度の優良建設工事として表彰されることになりまし

た。これもひとえに関わってきた皆様方のご協力のおかげです。心より御礼申し上げます。

『管理棟・作業小屋　建設業務』が　厚木市より
優良建設工事として表彰されることになりました！！

あつぎこどもの森公園全体が完成！

作業小屋　管理棟　
森の図書館では本を読むことができ、自然についての知識

や教養を身につけることができます。あつぎこどもの森公

園で実施される体験プログラムやそのオリエンテーション

などの各種活動に多目的スペースが利用できます。

かまどやいろりがあり、前庭やたたみ

の和室は体験プログラムの交流スペースに利用できま

す。緑を眺めながら、縁側に座って休憩することで、豊か

な自然を感じることができます。

（あつぎこどもの森公園ＨＰより）

90min
ドリンク30品
飲み放題！
料理20品
食べ放題！

サワー・
カクテルも
充実

厚木アーバンホテル TEL０４６－２２３－２４４２
厚木市中町3－14－14  【e-mail】enkai@auhf.co.jp  【URL】http://www.auhf.co.jp
※ご予約席は40席ございます（予約席40／一般席４６）※１８時３０分～１９時３０分の間は大変混み合い
ますので、ご予約をお断りする場合もございます。

ご予約承り中（１０時～２０時）鉄板ライブ！　
シュラスコ風ＢＢＱ
リングイッサ他、
定番おつまみ色々 ※他サービス・割引との併用不可

※中高生、小学生は割引対象外
有効期限：２０１６年８月１１日～９月２４日

ご予約の際
りびすた新聞を見たで
おひとり様３００円割引

男　　性：3,800円　女　　性：3,500円
中高生：2,000円　小学生：1,200円

※５才以下のお子様は大人１名様につき2名様まで無料です

【火曜～土曜】１７時３０分～２２時（最終イン２０時３０分）
【日曜】１７時～２１時３０分（最終イン２０時）
※ビアガーデン休業日：毎週月曜　※雨天でもご利用できます（９Ｆサンセットガーデン）

絶品料理２０品！

BEER GARDEN

ビアガーデン ＆ バイキング

～９／２４
（土）

& VIKING
パスタのフロアサービス

鉄板ライブ
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Monthly Topics
・あつぎこどもの森公園　完成
・真鶴の家　完成
・厚木アーバンホテル　
　ビアガーデン開催中

・グループニュース
・耐震シェルター
・カンボジアニュース
・あつぎシネマ
・スポーツニュース

表
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神奈川県厚木市栄町１-２-２
TEL046-221-4545　FAX046-221-7821125

コジマホールディングス
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　　神奈川県予選で優勝し、関東予選を突破

し、7月22日から福島県で行われる全日本クラ

ブ女子ソフトボール選手権大会に出場すること

が決まりました。２部リーグでは前半戦が終了し

２勝３敗です。８月末の第３節は地元厚木大会

からなので、後半戦いいスタートを切る為にも、

まずクラブ全国に全員集中して頑張ります！

　　また厚木ＳＣは地域密着型スポーツクラブで

すので、地域において何か要望があればお手伝いなどさせて頂

きますので遠慮なくご連絡下さい。

後援会員
募集中です！　
詳しくはＨＰを
ご覧ください。

サッカーを通じて子どもを大人にする

みる・きく・振り返る・チャレンジする力を

身に付け変化を楽しむ!!

TEL046-220-0506
http://www.l-sport.co.jp

　　サッカーを通して子どもから大人への変化を楽し

む。そんなサッカースクール!!　初心者や基本から

サッカーを学びたい！　人とコミュニケーションを取る

のが苦手！　チームに入っているけれどレベルアップし

て他の子と差を付けたい！　「子どもが変わる」エル

ジェイサッカースクールに体験に来てみませんか？？

年中～小学6年生

詳細はHPを
ご覧ください

見る力     聴く力
やってみる力 　  振り返る力
4つの力が身に付く

無料体験随時募集中!!

「厚木ＳＣ」をコジマグループは
応援しています！！

厚木ＳＣ全国出場決定

#29大塚投手
#5川口捕手

打撃好調
＃19松本

厚木と人と映画と

アミューあつぎ映画.comシネマアミューあつぎ映画.comシネマ
TEL０４６-２０６-４５４１　　http://atsugieiga.com

偉大なるマルグリット 黒崎くんの言いなりに
なんてならない

獣は月夜に夢を見る 信長協奏曲
（ノブナガコンツェルト）

マリーゴールド・ホテル
幸せへの第二章

あまくない砂糖の話

上
映
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

Pick
     u

p

映画館は『幸せの宝石箱』
　　　私は映画の内容だけではなく、僭

越ながらお客様が置かれている状況、

それに伴う感情までも考慮したサービ

スがしたいと思っています。

　　映画館には、ご主人の介護に疲れた奥様、また奥様を亡くさ

れて毎日が寂しくてたまらないおじいさん、心が疲れて会社にい

けなくなったお父さん、就活に苦戦している大学生――それぞ

れに「つらい現実」を抱えているお客様が少なからずいらっしゃい

ます。つかの間の気分転換の映画鑑賞。観終わった後に、「いか

代表取締役 青山大蔵

エピソード７

がでしたか？」とお声掛けを差し上げるだけで、涙が止まらなく

なる方もいらっしゃいます。「余計なおせっかい」と言われるかも

しれませんが、その一言だけで、もしお客様の心が軽くなるのな

ら、余計なことではなく私たちには必然なこととなります。

　　私はたびたび地域の会合にお伺いして、映画館で起こった幸

せなエピソードをお話しています。映画館は「幸せの宝石箱」。皆

さん、とても関心を持って聞いてくださいます。「そんな面倒なこ

と、よくやるね?」なんて、同業の方から言われますが、面倒なこ

となんてありません。これが地域の映画館の大切な役割です。

７／２(土)～７／１５(金)

監督：グザビエ・ジャノリ
出演:カトリーヌ・フロほか

監督：ジョン・マッデン
出演：ジュディ・デンチほか

監督：デイモン・ガモー
出演：デイモン・ガモー

監督：松山博昭
出演：小栗旬ほか

監督：月川翔
出演：中島健人ほか

監督：ヨナス・アレクサンダー・アーンビー
出演：ソニア・ズーほか

 (C)2014 Alphaville Pictures Copenhagen ApS

  (C)2015 - FIDELITE FILMS - FRANCE 3 CINEMA - SIRENA FILM - SCOPE 
PICTURES - JOUROR CINÉMA - CN5 PRODUCTIONS - GABRIEL INC.

(C)2014 Twentieth 
Century Fox. All 
Rights Reserved.

 (C)2014 Madman Production Company Pty Ltd, Old Mates 
Productions Pty Ltd, Screen Australia ALL RIGHTS RESERVED

(C)石井あゆみ／小学館
(C)2016 フジテレビジョン　小学館
　東宝　FNS27社『信長協奏曲』

(C)「黒崎くんの言いなりに
なんてならない」製作委員会

７／２(土)～７／１５(金)

７／２(土)～７／１５(金)

７／２(土)～７／１５(金)

７／２(土)～７／１５(金)

７／９(土)～７／２２(金)

カンボジア通信
「カンボジアフェスティバル2016」が

開催されました！

～カンボジアから愛を込めて～

　　２０１６年５月７日(土)、８日(日)に、東京の代々木

公園けやき並木にて「カンボジアフェスティバル2016」

が開催されました。

　　このイベントは、ＮＰＯ法人在日カンボジアコミュニティ

と在日本カンボジア王国大使館、在日カンボジア留

学生協会が共催し、日本とカンボジアの人々の交流

やカンボジアのことをもっと日本の人々に知ってもらうこと

を目的にしています。

　フェスティバルでは、王立舞踊団による舞踊をはじめ、

音楽やカンボジアの映画が紹介されました。

　会場には、カンボジア料理の店やカンボジアで活動する日本のＮＧＯ

の出店もあり、大変な人出がありました。アンコールワットだけではないカン

ボジアの文化と魅力を体験できるフェスティバルでしたので、興味のある

方は来年のイベントに足を運んでみてはいかがでしょうか？

KOJIMAGUMI (CAMBODIA) CO., LTD 
Floor16, Phnom Penh Tower, Monivong Blvd ( Coner St.232) Phnom 
Penｈ, Cambodia  Tel: +855 23 964 255 【日本語対応可能】
E-mail: k-cambodia@kojimagumi-kh.com 
【または、 ㈱小島組　　　046-221-4545  担当：小林まで】

小島組
カンボジアへの
お問い合わせ

　　昨今、東日本大震災や熊本地震などの大地震が発生し、災害に対する意識が高まっています。私たちが暮ら

す神奈川県でもいくつかの断層が確認されており、近い将来大地震が起こるということが十分考えられます。

　　そのためには住宅の耐震対策は耐震補強が最も効果的です。まずは、専門家に耐震診断を依頼するな

どして自分の家の耐震性を確認する必要があると思います。厚木市では無料の耐震診断を行っており、他

の市町村でも補助金を支給しているので利用することをお勧めします。

　　しかし、耐震診断の件数は増加している一方、その後の耐震補強設計及び耐震補強工事へと移行する率

が低く、築３０～６０年の木造住宅に対し、数百

万円かかる耐震リフォームには踏み切れない

のが現状です。こういう実情を踏まえ、極力費用をかけずに最低限

命だけは守ろうということで考えられたのが『耐震シェルター』です。

　　『耐震シェルター』とは、寝室などの居室等の内側を鉄骨や木

質系パネルにより囲む箱型の固定された構造物で、地震で住宅

が倒壊しても居室自体に安全な空間を確保することができるも

のです。（※１）

　　また、もう少し簡易なベッドだけを鉄骨製のフレームで囲って安全

を確保するようなタイプのものもあります。いずれも既存の住宅内に

設置し、住みながらの工事や、耐震改修工事に比べて短期間での

設置も可能です。価格は数十万円～数百万円ほどです。

　　家全体の耐震性を向上させ、安全を確保することは重要ですが、

それができない場合でも居住者の命だけは守れるような対策は考

えておくべきです。その対策の中で『耐震シェルター』という考え方

も有効な選択肢の一つではないでしょうか。

　（文章提供：有限会社小山建築設計事務所　代表取締役小山輝彦様）

※１『一条工務店様の耐

震シェルター』既存の住

まいに手を加えること

なく、工期もわずか2日

間で設置できる耐震シェルター。大きさは、内部にシングルベッドが2台

設置できる広さを確保し、常時居住にも違和感のないクロス貼り仕上

げ。出入口は、建具を取り付けると震災時に瓦礫で塞がれて開閉できな

くなるため、枠のみの施工。 販売価格は、なるべく多くの「人命を守る」

ことに貢献したいという思いから、施工費を含め２５万円（税抜）。※別途

床補強工事が必要となる場合もあります。※３ｔトラックが侵入できない

場合や室内に壁パネルが搬入できない場合は設置できません。

地震対策していますか？
～『耐震シェルター』について～

一条工務店耐震リフォーム事業部　
　　0120-422-231

耐震シェルターの
お問い合わせ先

耐震診断
クラックスケール測定

シェルター内観（ベッドは付きません）

俯瞰パース

　　「すずらん会」はコジマグループの女性社員

で構成しているグループで、地域社外活動の

一環として厚木公園（愛称：はとぽっぽ公園）

で美化清掃に取り組み、年に２回の花壇の植え

替えや毎月、手入れや清掃を行っています。

　　５月の活動では、東京農業大

学の先生と学生さんのサポート

もあり、賑やかに花壇の植え替え

ができました。これからも誰もが安らげる公園を目指し

て、美化清掃活動に取り組んでいきたいと思います。

　　５月２９日(日)、厚木市主催の相模

川クリーンキャンペーンに参加し、早

朝７時３０分から市民の方々や地元

自治会、企業の方とゴミ拾いなどの

清掃活動を行いました。鮎の解禁の

季節を迎え、市民の皆様が気持ちよ

く楽しめる環境づくりに役立てるよ

う、今後も継続して取り組んでいきた

いと思います。

第7回「県央相模川サミット」

グループニュース
社外
活動

社外
活動

公園の美化清掃ボランティアグループ「すずらん会」

六市町村合同クリーンキャンペーンに参加しました！


	ﾘﾋﾞｽﾀ_表面_外側
	16_07ﾘﾋﾞｽﾀ_裏面

