
 新居町中之郷地区で活動する中之郷ソフトボールは、
約半世紀に渡り活動を続ける歴史あるチームだ。結成
当初は子供会のチームとして発足。当時は、新居町内各
地区ごとにチームがあり、町内だけでも10のチームが
存在し、町内だけでリーグ戦が組めるほどソフトボール
が活発な地域だった。しかし、時代の流れとともにチー
ム数は減っていき、現在まで存続しているのは同チーム
のみ。今では、湖西市内でも“唯一”となるソフトボール
チームとして活動を続けている。

　チームで大切にしているのは、『楽しむ』こと。練習で
は、キャッチボールやバッティングなど、捕る、投げる、
打つの基礎技術の習得に力を入れる。昨年度キャプテ
ンを務め、この春卒団を迎えた佐原翔斗くんは、「前半
は人数が足りず、試合に出ることができませんでした。
それでも後半は人数が増え、大会に出場でき、蒲北公
園記念大会では3位入賞も果たせました。とても良い思
い出です」と振り返った。新チームを率いる石田雅竜く
んは、「先輩たちが抜けるとまた人数が足りなくなりま
す。なので、まずは仲間を増やして試合に出ること。声を
掛け合って楽しく試合のできるチームにしていきたい
です」と今後の抱負を話してくれた。
　チームでは、餅つきやバーベキュー、夏にはキャンプ
なども行い、練習でもドッジボールやキックベースなど
別の競技で遊んだり、親子で真剣勝負をしたりと笑い声
が絶えることがない。こういった経験が子供たちの豊か
な心を育んでいく。

中之郷ソフトボール
湖西市内“唯一”のソフトボールチーム。
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浜松に根差した和菓子店の味を
ご堪能あれ！

0120-001-246 053-474-7212FAX
ご注文は、配達担当者にお渡し頂くかお電話・FAXでお申込み下さい。

御菓子司 あおい

※写真は全てイメージです。

みそまん 藤吉郎 3
個入￥360

かぼちゃまんじゅう ３個入￥360

季節の和菓子も多数ご用意しています。
詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

入野町

hair  & acceil  Pave

■浜松市西区入野町14844-1  P5台  tel.449-3023
　平日10：00～19：30、金13：00～22：00、
　土 9：00～18：00　月曜、第１月火、第３日定休

髪の内部から修復するアミノ酸トリートメント自然
由来成分94％配合ルビオナカラー等、髪を第一に
考えたメニューを数多く取り揃えています。お客様
おひとりおひとりに合わせ
た技術、ぬくもりあふれる
精一杯の接客サービスを
させて頂きます。ルビオナ
カラー6,000円～／カット
3,800円+税／カラー5,000
円～／パーマ5,000円～

栄町

八幸モータープール
この立地条件で、月8,000円は格安！浜松市街への
アクセスも便利！ザザシティ、グランドホテル、五社
神社、すべて徒歩約5分です。ご近所のご厚意で道
幅が広がり、今で
は２トントラック
もスムーズに！！
でも料金は、すえ
おきの月8,000円
（税込）で頑張り
ます。

■浜松市中区栄町137　P17台
　tel.090-8022-1379（9：00～21：00）
　２４時間営業、定休日なし

初生町

■浜松市北区初生町790-7　P4台
　tel.436-7780
　15：00～19：30　日・月曜定休

ちょっと噂の野菜と肉をいっぱい詰め込んだ餃子
です。お店の中に餃子の上手な焼き方のパンフ
レットを置いています。ぜ
ひご家庭で試してみてくだ
さい。
◆お勧めメニュー／
（中）22ｇ 焼き8ヶ 400円、
生8ヶ 370円／
（大）27ｇ 焼き8ヶ 450円、
生8ヶ 420円

持帰り餃子 UP

上西町

麻雀広場  リヤン

■浜松市東区上西町1291　P25台
　tel.581-8268　17：00～
https://ma-jan-riyan.jimdofree.com/

アットホームな店を目指し、日々楽しく笑いの絶え
ない店内です。週末及び連休などスタッフ考案の
イベントを開催
中！フリードリン
クメニューも豊
富にご用意して
います。

薬新町

㈱カジ・コーポレーション
日本全国に営業所を持つ、国内最大規模のカラオケ
総合商社です。月極、短期のレンタルから、新品・中古
の販売まで、多種多様化するニーズの全てにお応え
できます。お気軽にお問い合わせください。◆お勧め
機器／第一興商・DAM、
LIVE DAM Ai、エクシング・
JOYSOUND MAX GO ※両
メーカーのフラッグシップ
モデルとなるカラオケ本体
機器をご提供出来ます。

■浜松市東区薬新町26
　tel.424-0401　fax.424-0404
   日曜、祝日、第１・２・4土曜定休
　https://kaji-corp.co.jp/
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5月16日（土）～お届け開始！
詳しくは4Pをご覧ください。

ぶり天丼

てんぷらとぶりUOTEN
浜松市中区田町329-12

500円（税込）

浜松大出世飯

有限会社 竹泉
浜松市浜北区内野4257

1,500円（税込）

新型コロナウイルスの感染拡大
を受け

浜松パワーフード弁当
応援プロジェクト実施中！

毎日の健康、おいしさを森永浜松ミルクよりご自宅へ…
新規ご契約をして頂いた方に、初回1週間分無料！！新規ご契約をして頂いた方に、初回1週間分無料！！
スーパーなどの店頭では販売していない宅配限定商品です！スーパーなどの店頭では販売していない宅配限定商品です！

当社人気№1当社人気№1
免疫力UP!!

免疫力向上たんぱく質のラクトフェリン
生きて大腸まで届く

ビフィズス菌BB536
本来備わる健康力をサポート

シールド乳酸菌

カラダ強くする
のむヨーグルト

内容量 110g
70kcal

～ラクトフェリンとビフィズス菌BB536～

140円税込

カラダ強くする
ヨーグルト

内容量 100g
93kcal

～ラクトフェリンとビフィズス菌BB536～

140円税込

0120-001246森永浜松ミルク

サンプル希望受付中！
お気軽にお問合せ下さい。

取扱商品／森永カルダス・カラダ強くするヨーグルト・カラダ強くするのむ
ヨーグルト・うるおうグルコサミン・贅沢プレミアミルク・ラクトフェリンFe

浜松市内、近郊の特ダネを紹介するコーナー。今月もニュースなお店が続々登場！皆様の情報もお待ちしてます。

浜松市内、北から南まで、
バラエティー豊かに、ズラリと気になるお店のご紹介。
お食事処あり、生活に密着したお店あり、是非1度訪ねてみませんか？
当ページは、アウンズ・ヤナギハラ、アクルよりご購読頂いている皆様のページです。
掲載ご希望の方は、お気軽に各新聞店の社員までご連絡ください。



新型コロナウイルスの感染拡大
を受け

浜松パワーフード弁当
応援プロジェクト実施中!

徳川家康公の躍進を支えた浜名湖の魚介類をはじめとするこの
地域の豊かな食は、元気と健康につながるパワーフード。
新型コロナで外出もままならない毎日ですが、浜松・浜名湖地域で
生産、漁獲された旬の食材を使った地元浜松のお店のお弁当を
アウンズ・ヤナギハラよりお届けいたします。

うなぎ弁当

浜名湖うなぎ丸浜
浜松市中区砂山町322-4

1,300円（税込）

受付/平日：9:00～18:00 土曜：9:00～17:00 日・祝日お休み ☎053-474-7211
浜松市中区城北2丁目14-3 0120-001246

配達手数料　2 食まで 200 円　３食～ 4００円 ※1 回のお届け食数です。10 食以上はご相談ください。

三方原馬鈴薯使用の
ニョッキ
～ベーコンチーズクリームソース～

VIVACE
浜松市中区肴町313-14

1,080円（税込）

ロースカツ弁当

さくさくDelivery
浜松市中区田町329-12

950円（税込）

唐揚げ弁当

842円（税込）

雑穀ハンバーグ弁当

玄米菜食カフェ Bejita
浜松市中区富塚町578-4-1F

800円（税込）
旬野菜弁当
900円（税込）

大豆ミートの生姜焼き弁当
900円（税込）

お届け
土曜日の午後
※お時間のご指定はできませんが、13:00～
　17:00の間でお届けにお伺いします。

お申込み（キャンセル）の締切日

毎週火曜日の17:00

お支払方法

お届け時に代金と引換え

※現金のみの取り扱い

ホテルコンコルド浜松謹製

ホテルコンコルド浜松
1,６２0円（税込）
浜松パワーフード弁当

浜松市中区元城町109-18

5月16日（土）より浜松パワーフード弁当の配達始めます！

エムズ入会金
不 要

気軽に参加できるカルチャーサロン！！

【個人情報のお取扱い】お客様からいただく個人情報は、株式会社アウンズ・
ヤナギハラ エムズ事業部の運営に利用させていただきます。
【お問合せ】株式会社アウンズ・ヤナギハラ
　　　　　0120-001-246　e-mail yanagihara@news-m.co.jp

tel.053-474-8220  fax. 053-474-8233
E-mail：m-hensyu@news-m.co.jp

0120-001-246 http://www.mai-ca.net/

■外出自粛により自宅で過ごす日々が続く中、季節の移り変わりが
楽しめるようにとミニトマト栽培に挑戦。日々成長するトマトの生命
力に毎日の活力を貰っています。安達

◆ 隔月25日発行のエムズ倶楽部にて多数講座をご案内中！

0120-24-2880
〈連絡先〉アウンズ・ヤナギハラ エムズ倶楽部

■小学校が自主学習となり“毎日小学生新聞”を購読し始めランドセ
ルに入れて行く孫。とはいえ、一番最初に小学生新聞を読むのが主
人で次に私！「読みやすいくて面白い！」と我が家で大好評です。新村

■1年で１番好きな５月・・・。来年、今年予定していた初凧も空高くあ
がるよう願って、今年は家で過ごしたいと思います。マスク作りは１
枚で挫折。家でできる新しい事を始めては失敗しています（笑）渥美

2.52.52.5400400400 受付/平日：9:00～18:00 土曜：9:00～17:00
日・祝日お休み ☎053-474-7370

浜松市北区三方原町1460-4　TEL.０５３－439-7785

粗大ゴミ回収

ご家庭の不用品
生ゴミから

飲食店、
事業所の可燃ゴミ
資源ゴミの
定 期 回 収

新型コロナウイルスによる休講のお知らせ
 平素はエムズ倶楽部をご愛顧頂きまして、誠にありがと
うございます。
新型コロナウイルスの全国への感染拡大を受け、ご受講
いただいている皆さまの感染防止のため４月１３日（月）
～５月１０日（日）の間はすべての講座を休講とさせてい
ただきます。※休講期間は延長となる場合もございます
のでご了承ください。
尚、上記期間中も、お電話等でのお問い合わせ、お申し込
みは随時受付しております。受講生の皆様におかれまし
ても、体調管理にどうぞご留意ください。


