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手づくりの秋をこどもと楽しむ
 10/29(SUN)"2017ハロウィン"にこの冊子を持ってきてね！楽しいことがいっぱい
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＊2017 ハロウィンへの参加は、事前の申し込みが必要です。
　 詳細は専用のチラシをご確認ください。
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2017/10/29（日）10:00 -17:00 雨天決行
会場：樹モールコミュニティプラザ、他特設会場

日々を楽しむ品々

家族でパンを焼いてみたり
大きな枝をガラスのビンに生けてみたり

かわいい籠バッグで地元の野菜を買いに行ったり

おしゃれなカフェでランチしたり
お気に入りの作家の品を身に着けたり

多肉植物を自分で増やしてみたり

アートを身近に感じたり
親子でダンスを踊ったり　

子供とワークショップに参加してみたり
.  .  .

暮らしを楽しむ色んな事

できます、川口で。

＋主催：川口銀座商店街振興組合　＋後援：埼玉県　川口市　川口商工会議所　　
＋協力：川口小屋　川口まちづくり　学校法人国際学園星槎国際高等学校
＋問い合わせ　川口銀座商店街（振）樹モール事務局　電話 048-256-0404

川口銀座商店街とふじの市商店街の 2017 ハロウィン
「ハロウィンで仮装をして楽しもう」　
14:00 ： 2017 ハロウィン開始
＊ 2017 ハロウィンへの参加は、事前の申し込みが
必要です。詳細は専用のチラシをご確認ください。

「川口まちづくり」
子供達が参加できる、ハロウィンを実施。飯塚 2丁目町会で
のハロウィンをスタートに現在は川口銀座商店街と
ふじの市商店街で実施、今年で 13年目になります。
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MAP

SCHEDULE

event

workshop

shop food

exhibition

shop,food

workshop 

event

exhibition

スタンプあります

11:00                                                                                                             16:00

　　　　　　　TOMONECO フレンドシップキルト 1000 匹の猫展

                                     10:00                                                                                                                                                         17:00

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てづくりのお店、美味しい食べ物を楽しんでいただけます

12:40                             14:00　　　　　   　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合唱、人形劇、ドラえもん体操、マネキンチャレンジ　

14:00 からの 2017 ハロウィン！！同じ日に、川口小屋のイベントを開催します。子供も大人も
楽しいがいっぱいあります。参加をお待ちしています。

                                     10:00                                 11:30                           　　　14:00　　　　　                              16:30       

　　　　　　　　　　　　　ハロウィンのへんそうグッズを作ろう　　　　　　　　　　　いろいろワークショップ

14:00 から

2017 ハロウィン

がはじまるよ！

ドンキホーテ像前 15:00                     16:00

音楽ライブ

13:30                     14:00

音楽ライブ

ss

s

s

s
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SHOP

＊みい印
　オリジナルベアと雑貨を創作しています。ベアマスコットやポーチなどをお楽しみください

＊半径 1m の人のためのニット教室
　手を伸ばすと届く距離・半径 1m。自分の半径 1m の距離にいる人のために編みたいを応援

＊花々詞
　ナチュラルで落ち着いた感じの寄せ植えや多肉植物。リース、スワッグ、アレンジメントもご用意

＊ Join 
　コットリネ ( 布雑貨 ) がま口 , バック等 /Rocca ( 染め・織り ) ポーチ , ブローチ , ストール等 /　
　A’bientot ( 革小物 ) ブローチ , ネックレス , キーホルダー等 /peckish ( 布　小物 ) ブローチ , ア
　クセサリー /Join ものづくり部 アクセサリー , インテリア雑貨 /anemone みつろうキャンドル等

＊南平児童センター　陶芸クラブ　こねこねんど　
　陶芸好きが集まって製作。ジャックオーランタンの置物、ブローチ等を販売

＊オバケダイガク
　町をプラプラと歩いて、みつけたことを、手描きの文字とイラストでレポートしています

＊ petitcouture
　幼稚園、小学校で使う袋物。「かわいい」と思ってもらえるようなバッグや小物を中心に展示

＊ミングリング画廊
　ミングリングの 3 名が画廊オーナーになり、選んだアート作品を展示及び販売します

＊うたたね工房
　ガラスの美しさを身近に楽しむ、小さなステンドグラスのかたち
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FOOD

＊株式会社 Ocalan
　豆乳とおからから生まれた魔法のケーキ。ふわっと美味しく、健康的です (180 円からです )

＊菜園クラブ
　地元で収穫された、とれたて野菜を楽しみませんか？半農生活を応援する活動をしています

＊食房　四季
　煮炊ノ助おでん、朝とり大根を楽しめます。川口にある「くえ料理」で有名なお店です

＊家音
　やさしく香り豊かな天然酵母パンと植物性の材料で作った焼き菓子をお楽しみいただけます

＊きは良
　もちもちタピオカジュースをお楽しみください。川口のスタイリッシュで新鮮な焼き肉屋さん

＊ Java Jive Coffee
　マスターズセレクトの美味しい豆で淹れたコーヒー。他、スナックやスモークチーズなども

＊ Rossi Cafe
　お弁当や煮込み料理などをご提供します。イタリア料理のカフェレストランの本格的な味です

きはら
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WORKSHOP

「オリジナルスパイダーバッグを作って、お菓子をたくさん
詰め込もう！！」
講師 : 民間学童保育キッズビレッジ
開催時間：10:00-11:30、14:00-16:30（制作時間 20 分）
対象年齢：３歳以上（小２以下は保護者同伴）
費用：500 円

「ビーズブレスレットを作って、ハロウィンパレードに参加しよう！」
講師：M's Market
開催時間：10:00-11:30
対象年齢：小学生くらいまで（小２以下は保護者同伴）
費用：300 円から

「１: お面」すっぽりかぶれるお面を作ろう！何に変身してみたい？
「２: 帽子」　ハロウィンにぴったりのシルクハット帽子をつくろう！
講師 : 松本児童美術研究所
開催時間：10:00-11:30
対象年齢：２歳以上（小２以下は保護者同伴）
費用：１、２　各 200 円

「フェイスペイントを楽しもう！ペイント材料をご用意しています。
お友達と一緒に可愛く変身しよう」
開催時間：10:00-11:30( 制作時間 20 分 )
対象年齢：２歳以上（小２以下は保護者同伴）
費用：200 円

ハロウィンパレードにもっていこうオリジナルへんしんグッズ

いろいろワークショップコーナー

みんなでつくる「川口市民の笑顔 2000 人」写真展（12 月７日～
12 日　リリア 3F ギャラリー）開催のための　家族で撮ろう！「川
口市民の笑顔」撮影会
講師 : 写楽会（写真文化を楽しむ盛人の会）
開催時間 :10:00-16:30
対象年齢：2 歳以上（小２以下は保護者同伴）
費用：撮影無料！（写真展出演のための撮影）印刷は有料

「スクイーズ ( 握り潰して遊ぶ玩具・感触も気持ちいい！ ) で
オシャレで人気の「ラスク」を作ってみよう」
講師：P-F-K 工房
開催時間：14:00-16:30（制作時間 1 時間）
対象年齢：ハサミが使える年齢から（小２以下は保護者同伴）
費用：500 円
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「不思議なつぶつぶ粘土やスタンプを使って、オリジナルモン
スターをつくろう！」
講師 : オルキデスール
開催時間：10:00-,12:00-,14:00-（制作時間 30 分）
対象年齢：4 歳以上（未就学児は親同伴）
費用：500 円

「英語音遊び、フォニックスってなあに？フォニックスを使って英語
の読み書きを体得しよう！」
講師：Giggle Assist 川口
開催時間：11:00 から、13:00 から、15:00 から（各回１時間）
対象年齢：小学生
費用：500 円

「手作りパペット　ぱくぱく人形をつくろう」
講師：松本児童美術研究所
開催時間：14:00-16:30
対象年齢：２歳以上（小２以下は保護者同伴）
費用：100 円

「コロコロ大作戦！マイカプセルを作って、ピコピコレースで遊ぼう」
講師：図工教室　∞　infinito
開催時間：14:00-16:30（制作時間 15 分 -30 分）
対象年齢：２歳以上（小２以下は保護者同伴）
費用：カプセル２個で１００円

おもうしこみ

１：2017 ハロウィン参加受付でお申し込みを受付しています。会場にてお声掛けください

２：facebook「川口小屋」のメールにてお受けしております
　　名前、メールアドレス、電話番号（携帯）をご記入の上ご連絡ください

３：ワークショップ会場で当日のおもうしこみ
　　定員になり次第、受付を終了します。当日受付がお受けできない場合もあります

「オリジナルロゼットを作ろう」
講師：いどばた
開催時間：10:00-,12:00-,14:00-（制作時間 30 分）
対象年齢：4 歳以上（未就学児は親同伴）
費用：500 円

９



event

マネキンチャレンジ 参加無料
開催時間：13:30-13:45
  
世界で注目されているマネキンチャレンジ。仮装スタイルで挑戦し
てみませんか？突然、マネキンのように動きを止めて、不思議な空
間を作り、その様子を映像で撮影！！
＊このイベントでは、みんなでポーズをとって動画撮影＆公開しま
す！沢山の方の参加をお待ちしています！

みんなでおどろうドラえもん体操　参加無料
開催時間：13:45-14:00

ハロウィンパレードの前に　みんなの大好きなドラえもん体操を
踊って体を動かそう！
おともだちと楽しい先生と一緒に踊ると、とっても楽しいよ！

児童合唱団「野うさぎ」」観覧無料
開催時間：12:40-13:00

人形劇「ばけくらべ」観覧無料
開催時間：13:00-13:30
出演：人形劇さくらんぼ

たぬきときつねの化けくらべ。どうぶつたちは、絶対に勝つぞとい
きまいて、知恵を絞って化かしあい。くすっと笑ってしまう昔話。

コミュニティプラザでは、たのしいイベントがいっぱい

12:40-14:00 には、人形劇や子供が参加できるイベントがあります！！皆様の、観覧、参加を
心よりお待ちしています。

コミュニティプラザ・イベントスペース・テント内にて、スタンプラリーのゲームが楽しめます。
スタンプを集めて、たくさん遊びましょう。あたったお友達には景品もあります。（冊子裏面に
詳しい説明があります）

ダンス指導
有矢淑子　日本女子体育短期大学  舞踊科卒

みんなでおどろうのダンスの指導は、通称ヨッチです！
一瞬で、みんなのやる気をオンにする、魔法技で楽しませてくれま
す～♪
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アーティストによる顔出し看板と撮影スポット　無料
＊ワークショップエリアに設置されています

作家による個性的な顔出し看板が並びます。仮装スタイルで写真をとってオリジナルな記念写真を残し
ましょう。

参加作家
＋田中大介　　＋きたがわさち　　＋柳田亮
＋学生による本格的な写真スポットも登場します！！

ドンキホーテぞうまえにあつまれ！、
ライブがはじまるよ
本町３丁目子供会太鼓クラブ　観覧無料
開催時間：13:30-14:00

アーティストによる音楽ライブを開催。心地よい音楽をお楽しみいただけます　観覧無料
開催時間：15:00-16:00
出演アーティスト　＋けぃ。　　＋有香　　 ＋み家

live

ドンキホーテの

彫刻を知っている？

この前のステージで

開催するよ。
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TOMONECO フレンドシップキルトについて

1000 匹の猫プロジェクトは、それぞれ一人一人が作った一
匹のネコのモチーフを１００匹繋げて一枚の大きなキルト作
品に仕上げ、１０００匹まで広げていこうというプロジェク
ト。2013 年に猫キルトが東京国際キルト展に出展受賞した
ことがきっかけで、川口の友人たちの輪からスタート。その
後、日本全国 北海道から宮古島まで、海外はイギリス、ア
メリカ、カナダ、シンガポール、韓国、の方々も参加してく
れ、ついに 1000 匹となりました。
猫 1 匹を作れる材料が入ったキットを 500 円で販売、100
円が保護団体へ募金となり、400 円はキルト１枚が仕上が
るまでの材料費となり , 参加者は、自分が作った猫と 100
円を募金する形、皆さんに作っていただいた猫は、テーマ別
100 匹ごとに一枚の大きなキルト（縦２ｍｘ横２ｍ）に仕
上げ、合計 10 枚の大型キルトが完成。

キルトは、繋ぐ作業、人と人を繋ぐ、保護団体同士も繋がっ
ていく、動物を想う人の気持ちを繋ぐことで、殺処分０にす
るためには、何が大切なのか？子供から年配の方、男性まで
楽しんで参加できるように取り組みました。
出来上がったキルトを展示をすることで、保護団体のこと、
猫の現状、TNR 活動のことなどを知っていただくきっかけ
となり、猫展での売り上げから、さらに募金ができたり、小
学生は夏休みの自由研究、里親さんが増えたりと良い結果に
もつながっています。
このプロジェクトが、川口から世界へと発信していけるよう
にこれからも続けていきたいと思います。

TOMONECO　factory 松本智恵（ネコキルト作家）
公式サイト：http://www.tomoneco.com/

exhibition

TOMONECO フレンドシップキルト 1000 匹の猫展
- 川口からスタートしたフレンドシップキルトが
日本中また海外の参加者も含めて 1000 匹が大集合 -

日時：10 月 29 日（日）11:00-16:00　入場無料
展示会場：学校法人国際学園星槎国際高等学校 川口キャンパス
＊お気に入りの猫ちゃんを選んで投票してね
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ご見学・ご相談は随時可能です。事前にご連絡の上、お越しください。

　　　　　　　お気軽にご相談ください。

　　　　　　　学校法人国際学園　星槎国際高等学校 川口キャンパス

　　　　　　　埼玉県川口市栄町３－１１－２４（JR 川口駅東口より徒歩 5 分）

　　　　　　　E-mail　kawaguchi@seisa.ac.jp

　　　　　　　TEL:048-229-3522　FAX:048-229-8722 　

川口唯一の通信制高校が開校

平成 29 年 4 月、栄町公民館跡地に学校法人国際学園 星槎国際高等学が開校しました。
本キャンパスは、通信制高等学校のキャンパスとして高校生を受け入れている他（以下参照）
星槎大学のスクーリング会場及び、文科省が定める教員免許状更新講習の会場となっており
ます。また、不登校、発達障害に関するご相談にも専門職員が、随時対応しております。
高校入学、転入学、不登校、発達障害に関するご相談等、お気軽にご連絡ください。

少人数制

◆担任・副担任制　
　大人数が苦手な生徒も安心して登校すること　
　ができる少人数制クラスとなっています。30
　名以下のクラスに 2 名の教職員が付き、学校
　生活のちょっとした悩みや進路に関するご相談に　
　しっかりと対応いたします。

◆専門資格保有者の配置
　支援教育カウンセラーや精神保健福祉士、家族支
　援カウンセラーによる生徒の相談はもちろん、保　
　護者のご相談も受け付けています。ご家族のサポ
　ートを含め生徒の成長を支えていきます。

学校法人国際学園
星槎国際高等学校 川口キャンパス

　３つのコース

　◆キャリアデザインコース（10 ～ 20 名）
　まだ将来の目標がきまってなくても、芸術、スポーツ、
　職業等をテーマにしたゼミ授業の中から、興味・関心の
　ある授業を選択。自分らしく学び、進路実現を目指します。

　◆ドリームチャレンジコース（10 ～ 20 名）
　「芸能人を目指したい」、「音楽活動に打ち込みたい」
　「スポーツを極めたい」等、自分の「夢」を実現させるため
　週 1 日の登校以外を自分の時間に費やせるコースです。
　
　◆スポーツアスリートコース（10 名）
　　将来、オリンピックや世界選手権等の国際大会で活躍す
　　るアスリートや、スポーツに集中したい方に対応する
　　コースです。専門の講師がサポートします。

体験授業に来てみませんか？

星槎の授業を体験！！ TEL、FAX、Mail のいずれかでお申込みください。

9/30（土）10/14（土）10/28（土）11/11（土）11/25（土）

9:00 ～受付開始   　9:30 ～概要説明　10:10 ～体験授業　　11:00 ～個別相談
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アーバンハウス株式会社

048-240-3355
定休日：水
営業時間：10:00-18:30
川口市栄町 3-13-1
URL:http://www.u-house.jp/
川口市の不動産仲介・管理のことならお気軽にご
来店、ご相談ください
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

アニマルカフェ猫の王様
048−229−3382
定休日 : 不定休
営業時間：10:00-21:00
川口市栄町 3−9−18−4B
URL:http://www.king-cat-cafe.com/
人懐っこい猫たちとおもしろフクロウたちと触れ
合えます！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Artesia by anyhow　
アルテシア
048-255-8386
定休日 : 無
営業時間：平日 10:00-20:00　
              土日祝 9:00-20:00
川口市栄町 3-13-5 坂巻ビル 2F
URL:http://artesia-ah.com/
ご新規様平日 17 時までカラー + カット　4980
円！他メニュー多数あり♪
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

安安 川口店
048-255-2334
定休日：元旦のみ
営業時間：月 -金 17:00-翌 5:00( LO 4:30)
              土日祝 16:00-翌 5:00（LO 4:30)
川口市栄町 3-10-13 小林ビル２階

磯丸水産 川口店

048-242-0030
定休日：無
営業時間：２４時間営業
川口市栄町 3-13-2 天地堂ビル１階
URL: ぐるなびで検索
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オアシス
048-256-5335
定休日：火
営業時間 :10:00-22:00
川口市栄町 3-10-16 吉田ビル 2 階
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おかしのまちおか川口店
048-252-3222
定休日：元旦
営業時間：10:00-21:00
川口市栄町 3−12−5
おすすめ商品がいっぱいのおかしやさんです
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小田倉商店
048−253−5337
定休日：土日
営業時間：10:00-18:00
川口市栄町 3-14-3

樹モールのお店のご紹介
ハロウィンでまちをあるきながら、きになるおみせに、
あしをはこんでね！
　　「クーポン」と記載してあるお店には、10 月 29 日日曜日限定のお得なサービスあります。
　　「スタンプ」と記載してあるお店には、店舗にスタンプが置いてあります。スタンプを集め
　　て楽しいゲームに挑戦出来ます。（＊スタンプラリーの説明は冊子裏面にあります）
s
c
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お茶の香楽園 本店

048-251-6334
定休日：毎週火
URL:www.tea-kourakuen.jp/
営業時間 :10:00-19:00
川口市栄町 3-12-2　
お茶の専門店 =　3 段階の濃さのまっ茶アイスが
大人気！ぜひ、お立ち寄りください！

　   スタンプあります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ガスト川口店
048-250-1436
定休日：無
営業時間：8:00-2:00
川口市栄町 3-14-3
URL:http://www.skylark.co.jp/gusto/

　　クーポン：10 月 29 日に冊子を見せると
　　ドリンクバーが無料になります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

金子ファーマシー
048-255-2225
定休日 : 日、祝、年末年始、お盆
営業時間：月火水金 9:00-20:00
　　　　　木土 9:00-18:00
　　　　　第 3 土 9:00-14:00
川口市栄町 3-8-12
アットホームな薬局です
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

( 株 ) タイセイ・ハウジー　
川口営業所
048-498-6161  
定休日：水曜日
営業時間：10:00-18:00
埼玉県川口市栄町 3-8-14　石川ビル
URL（川口営業所）:
http://www.taisei-hs.co.jp/newsrelease/
shop/shopcat/kawaguchi
地域に根付いた総合不動産を目指しております！
お部屋探し、物件管理、土地活用等、何でもご相
談ください！！

（株）ピーアーク埼玉　

ピーアーク川口
048-259-6684
定休日：無
　　　（遊技台検査日は店休）
営業時間：10:00-23:00
川口市栄町 3-8-4
URL: http://www.p-ark.co.jp/store/detail/22
樹モール商店街のハロウィンに、ピーくんが遊び
に来るよ！みんな会いに来てね！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

カヤノ眼鏡店
048-253-4375
定休日：無
営業時間：10:00-20:00
川口市栄町 3-8-4
URL:http://www.megane-kayano.jp
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

カロル
048-252-7755
定休日：火、12/31-1/3
営業時間：9:30-19:00
　　　　（パーマカラー 18:00）
川口市栄町 3-11-15
URL:http://www.calor.jp
皆様に居心地が良いと感じて頂けるようなサロン
を目指しております。キッズルーム有り
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

川口樹モール接骨院
048-291-9170
定休日：年末年始
営業時間：AM10:00-14:00
　　　　　PM17:00-21:00
川口市栄町３−１１−２１
URL:http://aiwa-medical.com
スタッフ一同、地域の方の健康増進の為に全力で
治療させていただきます
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串カツ田中川口店

048−256−6628
定休日：ほぼ無休
営業時間：平日 16:00-2:00
　　　　　土日祝 12:00-2:00
川口市栄町 3-10-13
URL:https://kushi-tanaka.com/about/

　　スタンプあります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ゲオモバイル
川口樹モール店
048-271-5590
定休日：無
営業時間：11:00-21:00
川口市栄町 3-10-16　吉田ビル１F
URL:https://geo-mobile.jp/store/03614.html
携帯電話のご相談などお気軽にご来店下さい。
ゲームの取り扱いも始め、毎日元気に営業中
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ザ・プライス川口店
048-253-9111
定休日：無
営業時間：１０: ００- ２２: ００
　　　　（土日祝は９: ００開店）
川口市栄町３－１４－１５
URL:http://blog.itoyokado.co.jp/shop/022/
プライス安い・プライス最高！を合言葉に地域一
番の価値ある安さを追求します

　　クーポン１
　食料品 100 円引クーポン券：10 月 29 日に冊
　子を見せていただくと、１階インフォメーショ
　ンにてプレゼント（先着１００名様限定・使用　
　方法はクーポン券の記載事項を確認）
　　クーポン２
　お子様にキャンディプレゼント：１０月２９　
　日にお店で秘密の合言葉をお伝えください。従
　業員・スタッフに「プライス安い！プライス最
　高！」と言ってください♪
　　スタンプあります

彩葉庵
リラクゼーションルーム
（株）ゼネラルサービス

048-251-1132
定休日：無
営業時間：10:00-21:00
川口市栄町３丁目 14:15 ザ・プライス 5 階
URL: http://www.generalservice.jp

　　クーポン：日頃の疲れをリフレッシュ！初回
　　冊子持参で 800 円引き（30 分コース以上）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

樹モール歯科
048-256-8888
営業時間 :10:00-13:00 14:30-20:00　
　　　( 土曜 14:30-18:00、日曜 10:00-14:00)
定休日：木、祝
川口市栄町 3-10-13-1 階
URL:http://kawaguchi-shika.net
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

すいーつばたけ
048-255-0408
定休日：火
営業時間：10:00-19:00
川口市栄町 3-11-21
URL: http://www.medakafamily.jp/

「おいしい・かわいい」とお客様に喜んでもらえ
る自慢のクッキー・木工品を販売しています

　　クーポン：商品お買い上げのお客様に、お買
　　い上げ金額に関わらず、ご来店ポイントとし
　　て、１ポイントプレゼント
　　スタンプあります　
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

セントアンドリュース
048-259-5981
定休日：無
営業時間：17:30-3:30
川口市栄町 3-12-6-B1
URL: ぐるなび参考
創業 30 年の歴史をお楽しみくださいs
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創作空間４６z　 

048-229-0174
 定休日：無
 営業時間：10:00-20:00
川口市栄町３－１１－２１
URL: https://46z.space
　　
　　スタンプあります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長生接骨院
048-257-5090
定休日：木、日
営業時間：10:00-20:00
川口市栄町 3-12-1 
ヤマイチビル 2 階
URL:http://chousei-sekkotsuin.com
身体の不調を根本から取り除き毎日笑顔で過ごし
て頂けるようサポート致します！！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

超質屋　金蔵
048-240-6900
定休日：無
営業時間 :10:00-19:00
川口市栄町 3-11-15
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

テルル川口店
048-240-2405
定休日：無
営業時間：平日 11:00-20:00
               日祝 10:00-20:00
川口市栄町 3-8-4 イソベビル１階
URL:https://www.teluru.jp/shop/
どこよりも安く、どこよりも親切にご案内致しま
す
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

天地堂
048-296-2661
定休日：火、12/30-1/1
営業時間：10:30-18:30
川口市赤山 1435-1
URL:http://www.tenchido.com/
ランドセル専門店の天地堂が自信をもってお勧め
します

徳ちゃん　川口店

048−299−5213
定休日：無
営業時間：月—金 17:00-24:00（LO:23:00）
　　　　　土 16:00-24:00（LO:23:00）
　　　　　日祝　15:00-23:00（LO:22:00）
川口市栄町 3-8-11
URL :  h t tp : / /www. f ront ie r-one .co . jp/
tokuchan/

　　スタンプあります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ドンキホーテ essence 川口駅前店
048−240−5411
定休日：無
営業時間：10:00-2:00
川口市栄町 3-9-13
URL:http://www.donki.com
　　
　　クーポン：当日のお楽しみ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

PUB&BAR  ARASIDE 
048-256-7722
定休日：月 ( 祝祭日は営業 )
営業時間：18:00- 翌 2:00
　　　　 ( 日曜日 17:00
              - 翌 1:00)
川口市栄町 3-9-13 K21 ビル３階
URL:http://araside.net/
鮮度抜群の生ビール 8 種類！ 100 種類のシング
ルモルトやカクテル！ NO チャージ！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

パブスナック茶茶
048-256-7550
定休日：日、祝
営業時間：19:00-1:00
川口市栄町 3-8-14 石井ビル B1 階
信頼の３８周年！樹モール商店街にお越しの際は
パブスナック茶茶まで！
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パリミキ　
川口樹モール店

048-256-4781
定休日：無
営業時間：10:00-19:30
川口市栄町 3-9-12
URL:https://store.paris-miki.co.jp/map/1356
メガネ、サングラス、補聴器などで、皆様の快適
生活をサポート致します！

　　クーポン：10 月 29 日限定プレゼント先着
　　20 名さまメガネケースプレゼント！＊種類
　　には限りがございます
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

パレットプラザ　川口銀座通り店
048-252-8225
定休日：年末年始
営業時間：10:00-20:00
川口市栄町 3-13-1
URL:http://www.plazacreate.net
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

パン＆ケーキ
工房ボングー
050-3757-9349
川口市栄町 3-13-5　4 階
URL:http://www.ocalan.shop
11 月パン教室生徒募集。オカラと豆乳から生ま
れた無添加のケーキ Ocalan 発売中
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

パンの田島　
川口店
048-229-7112
定休日：無
営業時間：8:00-20:00
川口市栄町 3−10−15　1 階
コッペパンと揚げパンの専門店。27 種類の定番
に季節メニュー。できたての味を召し上がれ

100 時間カレー 川口店

048-229-7832
定休日：無＊研修等でお休みの場合あり
営業時間：11:30-22:00
川口市栄町 3-11-18
URL:http://arcs-co.jp/shop/index.html

　　スタンプあります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
　

復興応援ショップ
「みちのく社中」
048-242-3799
定休日：火
営業時間：11:00-19:00
川口市栄町 3-11-22 燦プラザ
URL:http://tonomagokoro.net/about/
michinoku-shachu
東日本大震災などで被災した商店の商品を販売す
る岩手県の復興支援 NPO のお店です

　　クーポン : 岩手の就労支援施設でつくった
　　シールをプレゼント（なくなり次第終了）（ご
　　希望の方は店員にお声掛けください）」
　　スタンプあります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ブランドリサイクル
マルク
048-299-4468
定休日：第 1・3・5 火 
          ( 変更あり )
営業時間：10:00-19:30
川口市栄町 3-13-1 ＨＩＤビル 2 Ｆ -1
URL:http://www.lamarque.jpn.com/
捨てる前に一度ご持参ください!査定無料!樹モー
ル商店街①の買取販売目指してます !
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フリーテルショップ川口

048-299-6511
定休日：無
営業時間：10：00-20：00
川口市栄町 3-13-6　小泉ビル
URL:https://www.freetel.jp/shoplist/retail/
kawaguchi.html
格安スマホのお店です！安心のドコモ回線なので
繋がりやすい！なのに安い！

　　クーポン：冊子をお持ちいただきご契約のお
　　客様には各種プレゼントをご用意しておりま
　　す。数に限りがあります
　　スタンプあります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ほけん百花　
川口樹モール店
0120-561-998
定休日：無
営業時間：10:30-19:00
川口市栄町 3-14-4
URL:http://www.izumi-ld.co.jp

「保険」のことでお困りの時はご相談ください。
生命保険、損害保険のお取り扱いです

　　クーポン＊冊子を見せていただければノベル
　　ティをプレゼントいたします
　　スタンプあります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ほまれ
048-255-9441
定休日：木、日
営業時間：17:00-24:00
川口市栄町 3-13-6
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

マクドナルド　川口東口店
048-255-1777
定休日：無
営業時間：7:00-24:00（朝マック 7:00-10:30）
川口市栄町 3-13-3
URL:http://www.mcdonalds.co.jp

まるそう一福　川口店

048-253-1948
定休日：火
営業時間：10:00-19:30
川口市栄町 3-11-21
本場本物の草加煎餅。埼玉県産のお米を使用し、
昔の味を守っております。発送も承ります

　　スタンプあります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

３Fミルウォーキーズクラブ
２Fドリアハウス　しらゆり
(3F)048-253-8875
(2F)048-253-0280
定休日：第２、第３　火
営業時間：(3F) 日 - 木 17:00-24:00
　　　　　金土 17:00-2:00
              (2F)  11:00-21:00
川口市栄町３－１３－４-2F、３F
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

めがね屋さん
048-255-2211
定休日：木
営業時間：10:00-20:00
川口市栄町 3-10-16-2F
隠れ家的な川口で一番古い眼鏡店です。昔ながら
の手摺り加工技術で仕上がりの美しさは抜群
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

モードオフ
川口樹モール店
048-257-3601
定休日：無
営業時間：11:00-21:00
川口市栄町 3-13-3
URL:https://www.hardoff.co.jp/shop/kanto/
saitama/modeoff/204010/
ファッション専門のリユースセレクトショップで
ございます♪常時 1 万点以上の品揃え !!
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ヤマイチ

048-252-2161
定休日：無
営業時間：10:00-19:00
川口市栄町 3-1 ２- １
布団の打ち直し、羽毛布団のリフォームも受付
中！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山口美容室
０48−251-5318
定休日：火、水
営業時間：10:00-19:00
川口市栄町 3-12-3
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヤマダモバイル
川口樹モール店
048-240-4700
定休日：無
営業時間：11:00-20:00
川口市栄町 3- １３-2
URL:http://www.yamada-denki.jp/store/
contents/?d=852

（株）ヤマダ電機の携帯専門店！毎週末キャンペー
ン実施中！携帯料金の無料見積り受付中！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ユタカ写真館
０４８－２５１－５３７２
定休日：毎週火
営業時間：11:30-19:00
　　　　( 要電話確認 )
川口市栄町３－１２－１

ラシュレプラザ
（永井駐輪場）

048−255−4484
定休日：無
営業時間：6:00-20:00
川口市栄町 3-12-2

　　スタンプあり
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ワイモバイル川口
070-6551-0116
定休日：無
営業時間：11:00-19:30
川口市栄町３丁目 10-18 第 2 リーヴァビル
URL:http://www.ymobile.jp/index.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

和牛焼肉＆あぶり肉寿司
肉じろう 川口店
048-446-6333
定休日 : 無
営業時間：平日 11:30-14:00　
　　　　　17:00-0:00
　　　　　土日祝 11:30-0:00
栄町 3-13-5 坂巻ビル１階
URL:http://www.hormone-hanaken.com/
kawaguchi.html

　　クーポン : 全員にお好きなドリンク一杯サー
　　ビス！！
　　スタンプあります
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「川口小屋」冊子デザイン・構成：増井真理子



がらがらぽん！しゃてき！であそべる
川口銀座商店街（樹モール）のお店やイベント会場にあるスタンプを集めよう！
受付日時：2017 年 10 月 29 日（日曜日）　11:00-16:00
場所：コミュニティプラザ（イベントスペース内テント）
ルール：スタンプの列が１列そろったら１回ゲーム（２列２回、３列３回　＊３回まで）遊べま
す。あたりが出たら景品も用意しています。景品はなくなり次第終了です。

スタンプラリー
スタンプラリーの場所は
冊子の p5 の会場マップと
p16 からのお店紹介に
記載！！

s

s

2017 ハロウィン　おかしスタンプ
ハロウィンイベントでお菓子をもらった時に、スタンプをもらってね！
＊ 2017 ハロウィンへの参加は事前の申し込みが必要です。詳細は専用のチラシをご確認ください。


