第 32 回

中目黒桜まつりご協力企業
中目黒桜まつりにご協力いただきありがとうございました !

中目黒本店

目黒学院

中 学 校
高等学校

タカマツダンススクール

ご年配者 大歓迎!
無料キッズレッスン（土12：30～）
親子でもOK! 未就学児～
（水20：30～）
「中目黒ファミリーダンスサークル」

目黒区上目黒1－6－7
TEL 3793－7708
http://takamatsudance.com

http://www.meguro.ac.jp

中目黒店

『幸せは、テーブルからやってくる』

和 琉 ダ イニン グ

MEGURO-GAKUIN

中目黒駅2分

〒153-0051 目黒区上目黒1‒18‒11
新サフィール中目黒ビル1F
TEL 03－6452－2911

東京共済病院
東京都二次救急指定病院

○夜間、土、日、祝日も救急患者を受け付けていますので、お電話ください。
併設：介護老人保健施設 ケアなかめぐろ・訪問看護ステーション さわやか
目黒区中目黒2-3-8 TEL 3712-3151 FAX 03-3793-5582

好 評発 売中
中目黒センター
♪ピアノ・ヴァイオリン・フルート
・ヴォーカル・ギター♪

中目黒アリーナ3F
03－3793－3127

人間ドック（半日コース・1日コース・2日コース・脳ドック・肺ドック）
お申込み・お問い合わせは健康医学センターまで
TEL 03-5794-7331 受付時間 13：30～16：30

東京都目黒区上目黒1－23－1
中目黒アリーナ104
TEL 03－3712－4728

日本街路灯製造㈱

宝古堂美術
～創業67年～
美術品・諸道具買入

品川区北品川3ｰ6ｰ1
TEL 03－3471－6842
TEL 03－3471－0432

TEL 03－3792－0008
目黒区上目黒1－1－6

む び ょ う そ く さ い

トイレ
つまり

「六瓢息災」

目黒区青葉台1－30－10

本

店 TEL 3794－6879

蛇口の
水漏れ

換気扇
エアコン

365日・24時間修理対応

菓

03‐6303‐2731

川沿店 TEL 5722－3560

見積調査無料！緊急トラブル時は
弊社にお電話下さい！

口福を運ぶ縁起物

創

目黒区上目黒1－5－13

目黒区中目黒2‒5‒21
TEL 6412‒8082
FAX 3719‒3782

鎗ヶ崎交差点近く

大切な方への贈り物やお祝い事に

目黒区青葉台2-20-13
TEL 03（3719）2511
FAX 03（3719）2503

寿司、割烹、鍋

い ざ コール 2 4

0120-21-9621

0120-135-624

目黒区上目黒1－20－7
TEL

03‒3710‒5395

積水工業株式会社

不動産売買/賃貸管理

東京都目黒区中町2-32-5

http://www.sekisui-ind.co.jp/

目黒区上目黒1-26-9

東京商工会議所 目黒支部
～2018年 東京商工会議所は創立140周年を迎えます～
これからも、経営者の皆様とともに

株式会社

商工会議所が資金調達をお手伝い！

それ、
野村にきいてみよう。

目黒支店

〒154‒0012
世田谷区駒沢4‒12‒30
TEL 03‒3411‒8611
FAX 03‒5779‒7955

中目黒支店
中目黒支店

平日午後5時まで営業しております。

〈返済期間〉
運転資金：7年以内
設備資金：10年以内

〈利率〉
1.11%

無担保・無保証

※平成30年3月9日現在

※保証協会の保証も不要

※上記融資限度額及び返済期間の取り扱いは平成30年3月31日公庫受付分まで。
4月1日以降の取り扱い・詳細は下記までお問い合わせください。
※審査の結果、ご希望に添えないことがあります。予めご了承ください。

経営に関する悩み解決！

窓 口 専 門 相 談 （無料・要予約）

〒153-0051 目黒区上目黒2-9-1
（中目黒GS第一ビル9階）

〒153-0051
東京都目黒区上目黒3-2-3
TEL 03-3713-2111
FAX 03-3710-7521

マ ル 経 融 資

〈融資限度額〉
2,000万円

TEL（03）5724-0511（代）
りそなグループ
コミュニケーションキャラクター“りそにゃ”

〈法 律〉
毎月 第2金曜日
※8月は開催なし
13時～16時
（弁護士）

〈税 務〉
7月、9月、11月
3月の第2木曜日
13時～16時
（税理士）

〈経営全般〉
月曜日～金曜日
※祝日除く
9時～17時
（経営指導員）

※本相談は経営に関する相談に限定しております。 ※会員・非会員問わずご利用できます。

〒153‒0063 目黒区目黒2‒4‒36 区民センター 4F
TEL.03
（3791）3351／ FAX03
（3791）3573
http://www.tokyo-cci.or.jp/meguro/

お店を、街を、
華やかに演出する !

大小個室有り、最大 150 名様
（立食）
可能

● 旗・幕・のれん ● 腕
章
●提
灯 ● 半天
〈祭・誂〉

有限会社

1970 年創業
www.kadan.tokyo

目黒区上目黒3‒3‒4 高木ビル
TEL 3 7 6 0 ‒ 6 6 6 6
http://www.takagis.com

☎ 3883 - 8146
FAX 3884 - 7829

〒121-0064

東京都足立区保木間 1‒8‒15

: yamatoshi@gray.plala.or.jp

〒153-0043
目黒区東山2-10-13-305
TEL 3791-4338
FAX 3791-4339

はつらつタウン中目黒 桜まつり特集号

第32回
中目黒

2018年

●日時

4月8日㈰ 午前10時～午後8時

●会場 目黒川と蛇崩川との合流点遊び場（中目黒駅1分）

プログラム
①ヒップホップダンス（The Soul Star）10：00～11：15
② チアダンス（NAKAME GLEE） 10：20～10：35
③ 目黒中央中学校音楽演奏
10：40～10：55
11：00～11：15
④ 式典☆ごあいさつ
⑤ EXPGパフォーマンス（EXPG） 11：20～11：50
（目黒中央中学校吹奏楽部）

⑥ 駒沢大学吹奏楽部コンサート
（駒沢大学吹奏楽部）

⑦ スマイリーズ合唱団

12：00～12：30

12：40～13：00
⑧ フラダンス（日本フラダンス協会） 13：10～13：40
（目黒区民生児童委員協議会）

⑨ 津軽三味線（貢道会） 13：50～14：20
⑩ 和太鼓コンサート（和華太鼓）

14：30～15：00
⑪ 阿波おどり（目黒銀座連）15：10～15：30

⑫よさこい（中目黒MGよさこいくらぶ）

15：40～16：00

東京音楽大学演奏（スペシャルライブ）

ピアノソロコンサート・オーケストラコンサート

18：30～20：00

◎ 駒大パレード 山手通りドン・キホーテ前出発11：20～11：50会場着

「目黒のサクラ基金」に募金の方
先着1,000名様に無料プレゼント
目黒川の桜は、都内でも有数のお花見の名所です。毎年多くの方々が
訪れ賑わっておりますが、桜の保全・植替えなどが必要です。この取
り組みにご理解下さり「目黒のサクラ基金」に募金して下さった方、
先着1,000名様に中目黒桜まつり特製ハンカチを無料プレゼント！

中目黒駅前商店街振興組合・中目黒桜まつり実行委員会
後援・目黒区

第32回

桜まつり開催にあたり
目黒川の桜は、今では全国的にも有名になりま
した！「中目黒桜まつり」は31年前、中目黒駅前
商店街の人々が中心となり、人々のつながりを深
め地域の発展に役立つようなイベントを、と企画
したのが始まりです。同時に地元の目黒川の桜を
多くの方々に楽しんでいただけたらとの思いがつ
まったお祭りですが、
今年は「目黒のサクラ基金」
に募金していただいた方、先着1,000名様に中
目黒桜まつり特製ハンカチを無料プレゼントしま
す！ 桜の保全にも、どうぞご協力ください。

2018年

4 月 8 日㈰
10：00～20：00

中目黒駅前商店街振興組合理事長

会場：目黒川と蛇崩川の合流点遊び場

中目黒桜まつり 実行委員長

（中目黒駅より徒歩1分）

ヒップホップダンス

The Soul Star
今回で５回目の出演とな
る小・中学生のダンスチ
ーム。イベントや自主公
演で成果を発表したり、
アイデアを出し合って自
分たちで振り付けもして
みるなど、独創性やチームワークを大切に、日々成長している地元
のダンスチーム！ パワーあふれるダンスをお楽しみに！

目黒中央中学校

吹奏楽部

チアダンス

NAKAME GLEE

2018年結成したてのダ
ンスチームです。チーム
名の「GLEE」とは歓喜・
喜びという意味です。小
学校低学年から高学年ま
でのKids達がチーム名の
ように中目黒にGLEEを
巻き起せるよう一生懸命
踊ります!!

式典

今回で３回連続出演となる目黒中央中学校の吹奏楽部。日頃からパ
ートの自主練習なども続けている皆さん。熱気溢れるパワフルな演
奏は定評があります。文字通り吹いて奏でる楽しい演奏をお楽しみ
に

スマイリーズ合唱団

本橋 健明
柏井 栄一

今回で第32回目となる中目黒桜ま
つりです。式典は11時から始まり
ます。

EXPGパフォーマンス

EXILE PROFESSIONAL GYM
は、全ての表現者＝エンタテイ
ナーを育成していく本格的なダ
ンス、ボーカル、アクトスクール。

地元の中目黒小学校２年生と菅刈小学校４年生による ポイ捨て防止
ポスターを目黒川沿いに提示します。環境美化にご協力ください。

2011年、目黒区民生児童委員協議会合唱団スマイリーズ結成、皆で
楽しく練習しています。今回で４回目ですが、昨年、民生児童委員
の制度ができて100周年を迎えました。今年も楽しい歌の数々を披
露します。

発行人
中目黒駅前商店街振興組合
〒153‑0042 東京都目黒区青葉台1‑14‑15
目黒第 1 コーポ120
TEL 03‑3770‑3665

中目黒桜まつりによせて

目黒区長

青木 英二

第32回中目黒桜まつりの開催おめでとうございます。今年
も、中目黒のまちが桜色に染まる季節がやってまいりました。
毎年のことでありながら、桜の花びらが舞うこの季節は、な
ぜか心が浮き立ち、華やかな気分に浸れます。キラキラと輝
く目黒川に映る桜並木に惹かれて、今年も大勢の人が訪れる
ことと思います。年を重ねるごとに賑わいが増している、こ
こ中目黒のまち。心地よい春風の中、中目黒駅前商店街振興
組合と中目黒桜まつり実行委員会による桜まつりは、中目黒
のまちを愛する地元の方々による、来街者の皆様への「おも
てなし」の気持ちで溢れています。このまちの魅力がさらに
高まることを願って、私も皆さんと一緒に、満開の桜まつり
を楽しみたいと思います。

今から56年前の1962年に創
部された駒澤大学吹奏楽部
は多くの賞を受賞する腕前。
今回で14回目の参加ですっ
かり毎年楽しみにしている
方も多いはず。
「中目黒桜ま
つり」のメインイベントの
１つで、山手通りパレード
と会場での迫力あるコンサ
ートをお楽しみに

春の全国交通安全運動の
横断幕とパレード

和太鼓コンサート

和華太鼓

津軽三味線

貢道会

フラダンス

日本フラダンス協会

今回で９回目となる出演。「和やかに華やかに」
を合い言葉に、迫力ある和太鼓の演奏、ダイナ
ミックなパフォーマンスは見逃せません！ 生
の和太鼓の演奏を身近に体感してください！

北海貢道さんを中心とした実力派のメンバ
ーによる津軽三味線と民謡の軽快なリズム、
毎年恒例の出演となりました。迫力ある演
奏で今年も会場を盛り上げます。

サクラオーケストラ
桜とハーモニー。

阿波おどり
目黒銀座連

毎年恒例となった華やかなステージのフラダ
ンス。今回で12回目となる人気のステージで
す。ハワイのコンペでも優勝した、マリア ニ
イノさん率いる選抜メンバーで登場！ 華や
かなコスチュームも魅力です。どうぞお楽し
みに！

よさこい

中目黒MGよさこいくらぶ

2019.4 より東京音楽大学の新キャンパスが中目
黒・代官山に開校します。その折に、中目黒・
代官山エリアとの親交を深めると共に、新キャ
ンパスＰＲの一環としてライトアップされた桜
とオーケストラを楽しむコンサートを開催！

18：30〜19：00

ピアノソロコンサート
ピアノ：中川真耶加
ショパン／舟歌

他未定

恒例となった目黒銀座連の阿波おどり！
躍動感あふれるパフォーマンスに心躍りま
す。ご家族でお楽しみください！

昨年15周年を迎えた中目黒MGよさこいく
らぶです。会場と一体となる大迫力な踊りは
絶対に見逃せません！

19：00〜19：45

オーケストラコンサート
指揮：西口彰浩
New Campus紹介BGM
グリンカ／ルスランとリュドミラ
J.ウィリアムズ／スターウォーズ メインテーマ
武満徹／波の盆
チャイコフスキー／ 1812

中目黒で 66 年

中目黒駅徒歩 1 分

㈱ 本橋時計店
販売

修理

買取り

http://www.motohashi-tokei.com

TEL 03-3713-4192

