
霊園入口の
看板が目印‼

日本ではじめてガーデニング霊園をつくった

ココ・プランニング

管理棟、トイレ、水場、礼拝堂
駐車場（一般125台、障害者2台）

掲載の完成予想図 CGは、設計段階の図面を
基に描き起こしたもので、形状・色・植栽等は
実際と異なります
永代使用料・墓石代以外に彫刻料・施設維持
費（初回のみ）・管理料（年間）・消費税がかかり
ます（樹木葬、合同納骨型永代供養墓は不要）
価格や仕様は、予告なく変更することがありま
す。あらかじめご了承ください
先着順のためご希望の区画が売約済みの場
合はご容赦ください

●

●

●

●

「やすらぎの花の里 所沢西武霊園」施設

0120-187-700ご来園の際は、
本誌を必ずご持参ください。
ココ・プランニングの係員が心をこめて、ご案内いたします。

来園ご予約・お問合せ（受付時間：9:00 ～ 17:00）

集 ［つどい］
合同納骨墓

8万円
※別途諸費用がかかります

永代使用料 より 憩
 ［いこい］

想
 ［おもい］

凛 ［りん］
樹木葬墓
※ご家族用もございます

25万円
※別途諸費用がかかります

永代使用料 より

● 永代供養墓は、「墓じまい」の料金を含んでいます。
● ペットと共に眠れる区画もございます（ただし、指定の区画に限ります）。
●宗教·宗派は問いません。
● 建墓ローンのご利用が可能です（詳しくは係員にご相談ください）。
● 「集」·「凛」については、ご購入時以外に費用はかかりません。　

ホームステイ三ツ木

▼ ２人１室の場合 ▼

素泊 2,540 円＋清掃費 600 円

＝1 泊 3,140 円 （税別）

個室２室 （ノールームシェア）

所在地 ： 武蔵村山市三ツ木 2-13-3　電話 ： 090-1500-9609

MAIL ： satoshikano5104f@softbank.ne.jp （加納）

民泊 Homestay Mitsugi

確かな技術で心までほぐすリラクゼーション

☎０４２-８４３－５５８６

円（税抜）

てもみぃーな 上北台 検索

新青梅街道沿い東大和上北台駅前店

60 分 2,980

24 時まで営業
定休日なし

シエスタ
東大和市上北台 3-371-1

（駐車場 1 台あり）

042-562-3339

検索東大和  シエスタ

♦女性院長が施術

♦骨盤調整 ・姿勢矯正

女性のための整骨院女性のための整骨院

♦整骨 ・整体 ・整顔

2017 年新規開院／八坂駅徒歩 3 分／女性歯科医師在院

小平市小川東町 2-12-1
イオンフードスタイル小平店 2F
（旧ダイエー小平店・大型駐車場利用可）

☎ ０４２-３４７-３０１６

お子様からお年寄りまで幅広く対応しております

小平スマイル歯科クリニック

たまきた PAPER 商店街 出店者募集中

タテのかぎ
１　タラの加工品。P3 のレシピにも登場
２　家や敷地の囲いのこと
３　短気は〇〇〇
４　布製の紋章。バッグや服に縫い付けることも
６　春、この現象があると遠くがぼやけて幻想的
８　あきる野市のコミュニティーバスは〇〇バス

ヨコのかぎ
１　根拠のない噂話。流言
２　雷が鳴ったら隠して︕
４　P6 のたまきた人の出身地で生産が盛んなお酒
５　新入生の皆さん、何の〇〇〇に入りますか︖
７　「文字のつづり」を英語で言うと︖
９   10 月 1 日は東京都が管理する庭園や美術館の入園料が無料に

クロスワードの回答（A、B、C 枠に入る３文字）／住所／氏名／性別／年齢／電話番号／本誌を入手した場
所／今回の『たまきた』で好きな記事と理由／おすすめのお店とおすすめコメント（任意）／「読者おすすめの
お店」欄に載るときのペンネーム を記入の上、下記までご応募ください。正解された方の中から抽選で図書カー
ド 500 円分を 5 名様にプレゼントします。当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※お送りいただいた個人情報はプレゼントの発送、および個人が特定できない形での応募者の傾向分析のみに使用します

プレゼント
付き

fax  042-507-5645 email  info@tamakita.com
住所 〒 207-0021 東大和市立野 3-572-2-202　ことの葉舎「たまきたプレゼント」係

ご
応
募
先

応募期限
2019年4月30日（火）消印有効

▶
応
募
フ
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応募は郵便（ハガキ・封書）、FAX、メール、応募フォーム、お好きな方法でどうぞ︕
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発行部数：13,000 部／ 3・6・9・12月の 1日に発行　～たまきたを好きな皆さんにしっかり届く配布・管理を大事にしています～　

たまきた設置ご協力店●幼稚園・保育園・塾・市民サークル等の全員配布（約 3,300 部）●スーパー設置（約 3,000 部）
●市役所、図書館、公民館等公共機関設置（約 1,500 部）※ 2019 年 2 月時点）

●武蔵村山市
けいあいペットクリニック
いなげやむさし村山店
いなげやフードランド武蔵村山残堀店
武蔵村山市総合体育館
武蔵村山市民会館 さくらホール
お茶の森田園
アイス工房ヴェルデ
多摩信用金庫 村山支店
波多野書店
緑が丘ふれあいセンター
有限会社三幸電機製作所
フラワーショップみねぎし
ひじかた畳店

●東大和市
ブックスタマ 東大和店
てもみぃーな東大和上北台駅前店
東大和グランドボウル
ina21 玉川上水駅前店

いなげや東大和店
東大和市商工会
東大和市民会館 ハミングホール
東大和市ふれあい広場
多摩信用金庫 東大和支店
中小機構 BusiNest（創業支援拠点）
ビッグボックス東大和
ロンドフィットネスクラブ東大和
ASA大和西部
カフェむーさい
One Step
女性専門整骨院シエスタ
アトリエジェネシス
美容室OPTION
西武信用金庫 東大和支店
西武信用金庫 桜街道支店
都立東大和南公園管理センター
ラトリエ アンソレイエ
あおぞら整体院
飯能信用金庫 東大和支店
東大和市立郷土博物館

そば処 清川
LUNCH＆DELI P's
サンサンベーカリー
夢屋珈琲工房
志成塾
からだよろこぶDINING ぷらーと
かけっこ教室 忍者塾
ぱる美容室
おとなの社会科（サークル）
アイビー接骨院
コミュニティカフェ 笑し部亭
ヘアプロデュース　チェリオ
東大和市駅前はり灸整骨院

●小平市
小平商工会
放送大学 東京多摩学習センター
いなげや小平学園西町店
いなげや小平回田店
いなげや小平小川橋店
いなげや花小金井駅前店

ina21 小平天神店
小平市民活動支援センターあすぴあ
多摩信用金庫 小平支店
季節割烹 弥左衛門
カフェ・ギャラリー たまゆら
玉川上水のぷりん屋
森田オープンガーデン
まつみ書店
てん喜知
洋菓子サントノーレ
JA東京むさし たかの台支店
小平市民総合体育館
ヒロキ薬局
婦人服 るり太
カフェ sing tong
しょう 's ベーカリー
ふれあい下水道館
ドコモショップ小平店
自然食品マナ
靴修理・鍵 スズヤ
珈琲専門店 ぽえむ

青梅信用金庫 小平支店
出光興産セルフ小平 SS
珈琲の香
永田珈琲
アクア薬局 小川店
デナリコーヒー
NMCギャラリー＆スタジオ
スタジオタカノ 小平店
小平天然温泉 テルメ小川
新東京自動車教習所
auショップ 小平小川町
国際パティシエ調理師専門学校
コトリ花店
ブリヂストンスポーツアリーナ
ヤマヒロ株式会社セルフ小平 SS
ことばのアトリエ
こだいらコワーキングスペース すだち
小平ふるさと村
シュガープラム
けゐとく苑
CAZE CAFÉ なかまち

●東村山市
いなげや東村山秋津店
いなげや東村山市役所前店
ESBI 久米川通り店
ブックスタマ 東村山店
東村山市商工会
青梅信用金庫 東村山支店
美容室プログレス 東村山店
あいばこ
相羽建設株式会社
コミュニティーカフェ ハナショウブ
丸山書房
東村山駅前なごやか整骨院
石庭こまち
御菓子司 清水屋
たまこ寿司
茶かわせみ
パンとデリカの店 グレイン
中国ダイニング＆ライブスペース 彩
cafe PoTeRi

●立川市
いなげや立川幸町店
いなげや立川栄町店
ESBI 立川南店
ブルーミングブルーミーららぽーと立川立飛店
日本政策金融公庫 立川支店
野口装身具
磯坊主

●八王子市
CUORE・堀之内
コワーキングスペース八王子8beat

●日野市
アルキニスト倶楽部
MACHIPETA

●練馬区
むさしの エン座

設置ご協力店・施設・団体等のご紹介（※順不同）　掲載を希望された店舗・施設・団体のみ掲載。青字は大部数設置ご協力店

４　布製の紋章。バッグや服に縫い付けることも
６　春、この現象があると遠くがぼやけて幻想的

ヒ ン ト
９ページにいるニャ！

プレゼントプレゼントクロスワードパズルクロスワードパズル




