
13:30開場
14:00開演

所沢市中央公⺠館ホール
⼊場料 （前売券） 1000円

（当日券） 1200円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2019

4/3（水）

西澤西澤西澤西澤 ことはことはことはことは

ピアノピアノピアノピアノ

小島常弘小島常弘小島常弘小島常弘

テノールテノールテノールテノール

進進進進 美沙子美沙子美沙子美沙子

メゾソプラノメゾソプラノメゾソプラノメゾソプラノ

門口千絵美門口千絵美門口千絵美門口千絵美

ソプラノソプラノソプラノソプラノ

吉田吉田吉田吉田 敦敦敦敦

バリトンバリトンバリトンバリトン

第二部〜オペラの名場面曲〜
プッチーニ作曲プッチーニ作曲プッチーニ作曲プッチーニ作曲 歌劇「ボエーム」より歌劇「ボエーム」より歌劇「ボエーム」より歌劇「ボエーム」より

・冷たき手・冷たき手・冷たき手・冷たき手 ・私の名はミミ・私の名はミミ・私の名はミミ・私の名はミミ ・麗しき乙女・麗しき乙女・麗しき乙女・麗しき乙女

ヘンデル作曲ヘンデル作曲ヘンデル作曲ヘンデル作曲 歌劇「リバルド」より歌劇「リバルド」より歌劇「リバルド」より歌劇「リバルド」より

・・・・私を泣かせて下さい私を泣かせて下さい私を泣かせて下さい私を泣かせて下さい

ワーグナー作曲ワーグナー作曲ワーグナー作曲ワーグナー作曲 歌劇「タンホイザー」より歌劇「タンホイザー」より歌劇「タンホイザー」より歌劇「タンホイザー」より

・・・・夕星の歌夕星の歌夕星の歌夕星の歌

モーツアルト作曲モーツアルト作曲モーツアルト作曲モーツアルト作曲 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より

・・・・お手をどうぞお手をどうぞお手をどうぞお手をどうぞ

ヴェルディ作曲ヴェルディ作曲ヴェルディ作曲ヴェルディ作曲 歌劇「ドン・歌劇「ドン・歌劇「ドン・歌劇「ドン・カルロカルロカルロカルロ」より」より」より」より

・・・・あの方！まさしく皇太子！心に愛を注ぎし神よあの方！まさしく皇太子！心に愛を注ぎし神よあの方！まさしく皇太子！心に愛を注ぎし神よあの方！まさしく皇太子！心に愛を注ぎし神よ 他他他他

第⼀部〜おとなたちの、なつかしい歌〜
スカルラッティスカルラッティスカルラッティスカルラッティ、モーツァルト、モーツァルト、モーツァルト、モーツァルト / / / / すみれすみれすみれすみれ

ウェルナー、シューベルトウェルナー、シューベルトウェルナー、シューベルトウェルナー、シューベルト / / / / 野野野野ばらばらばらばら

アイルランドアイルランドアイルランドアイルランド民謡民謡民謡民謡 / / / / ロンドンデリーの歌ロンドンデリーの歌ロンドンデリーの歌ロンドンデリーの歌

山田耕作山田耕作山田耕作山田耕作 / / / / あわて床屋あわて床屋あわて床屋あわて床屋 他他他他

※曲目は変更になる場合もあります

【チケット販売】
□株式会社アイビーホーム 電話04-2939-8991 寿町23-2

ｸﾞﾚｰｼｱﾀﾜｰｽﾞ所沢T-106 （火・水は定休日）
□税理⼠法⼈シン中央会計 電話04-2994-5080 久米551-3

東亜ﾋﾞﾙ1F （土・日・祝日は定休日）
主催 文化活動を通じて地域に貢献する 所沢文化フォーラム

〔お問合せ・ご予約〕
担当 松尾
携帯 080 – 1188 – 9411
メール tokorobunka@gmail.com



西澤 ことは （ピアノ） 国立音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業。在学中より伴奏の研鑽を積む。卒業後は同大学にて歌曲演奏国立音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業。在学中より伴奏の研鑽を積む。卒業後は同大学にて歌曲演奏国立音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業。在学中より伴奏の研鑽を積む。卒業後は同大学にて歌曲演奏国立音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業。在学中より伴奏の研鑽を積む。卒業後は同大学にて歌曲演奏

補助員を、また、坂口声楽塾のレッスン伴奏、ローザンヌ・プラハ歌劇場の日本公演の際には子供合唱の伴奏・アシスタントを務める。現在、文化庁補助員を、また、坂口声楽塾のレッスン伴奏、ローザンヌ・プラハ歌劇場の日本公演の際には子供合唱の伴奏・アシスタントを務める。現在、文化庁補助員を、また、坂口声楽塾のレッスン伴奏、ローザンヌ・プラハ歌劇場の日本公演の際には子供合唱の伴奏・アシスタントを務める。現在、文化庁補助員を、また、坂口声楽塾のレッスン伴奏、ローザンヌ・プラハ歌劇場の日本公演の際には子供合唱の伴奏・アシスタントを務める。現在、文化庁

巡回公演、多数のコンサートでのピアノ伴奏、合唱指導等を務める傍ら、ピアノ教室を開校し、多くの生徒の指導を行っている。これまでに、種田靖巡回公演、多数のコンサートでのピアノ伴奏、合唱指導等を務める傍ら、ピアノ教室を開校し、多くの生徒の指導を行っている。これまでに、種田靖巡回公演、多数のコンサートでのピアノ伴奏、合唱指導等を務める傍ら、ピアノ教室を開校し、多くの生徒の指導を行っている。これまでに、種田靖巡回公演、多数のコンサートでのピアノ伴奏、合唱指導等を務める傍ら、ピアノ教室を開校し、多くの生徒の指導を行っている。これまでに、種田靖

子・小宮康祐・山内のり子各氏に師事。子・小宮康祐・山内のり子各氏に師事。子・小宮康祐・山内のり子各氏に師事。子・小宮康祐・山内のり子各氏に師事。

門口千絵美 （ソプラノ） 東京音楽大学声楽専攻声楽演奏家コース卒業。同大学大学院オペラ研究領域修了。在学中東京音楽大学声楽専攻声楽演奏家コース卒業。同大学大学院オペラ研究領域修了。在学中東京音楽大学声楽専攻声楽演奏家コース卒業。同大学大学院オペラ研究領域修了。在学中東京音楽大学声楽専攻声楽演奏家コース卒業。同大学大学院オペラ研究領域修了。在学中に特待奨に特待奨に特待奨に特待奨

学学学学金を授与される。二期会オペラ研修所第５４期マスタークラス修了。今までに東京音楽大学主催“ソロ・定期演奏会”“卒業演奏会”“夏期講習ミニ金を授与される。二期会オペラ研修所第５４期マスタークラス修了。今までに東京音楽大学主催“ソロ・定期演奏会”“卒業演奏会”“夏期講習ミニ金を授与される。二期会オペラ研修所第５４期マスタークラス修了。今までに東京音楽大学主催“ソロ・定期演奏会”“卒業演奏会”“夏期講習ミニ金を授与される。二期会オペラ研修所第５４期マスタークラス修了。今までに東京音楽大学主催“ソロ・定期演奏会”“卒業演奏会”“夏期講習ミニ

コンサート”、ＪＴ主催の“期待の音大生によるアフタヌーンコンサートコンサート”、ＪＴ主催の“期待の音大生によるアフタヌーンコンサートコンサート”、ＪＴ主催の“期待の音大生によるアフタヌーンコンサートコンサート”、ＪＴ主催の“期待の音大生によるアフタヌーンコンサートvol.147”vol.147”vol.147”vol.147”、、、、読売新聞社主催第７６回読売新人演奏会、二期会主催二期会オペラ読売新聞社主催第７６回読売新人演奏会、二期会主催二期会オペラ読売新聞社主催第７６回読売新人演奏会、二期会主催二期会オペラ読売新聞社主催第７６回読売新人演奏会、二期会主催二期会オペラ

研修所コンサート・二期会新進声楽家の夕べなど数々の演奏会に出演。宗教曲のソリストも務める。オペラでは二期会ニューウェーブオペラ劇場ラ研修所コンサート・二期会新進声楽家の夕べなど数々の演奏会に出演。宗教曲のソリストも務める。オペラでは二期会ニューウェーブオペラ劇場ラ研修所コンサート・二期会新進声楽家の夕べなど数々の演奏会に出演。宗教曲のソリストも務める。オペラでは二期会ニューウェーブオペラ劇場ラ研修所コンサート・二期会新進声楽家の夕べなど数々の演奏会に出演。宗教曲のソリストも務める。オペラでは二期会ニューウェーブオペラ劇場ラ

ヴェルヴェルヴェルヴェル『『『『子どもと魔法子どもと魔法子どもと魔法子どもと魔法』』』』羊飼いの娘、モーツアルト羊飼いの娘、モーツアルト羊飼いの娘、モーツアルト羊飼いの娘、モーツアルト『『『『フィガロの結婚フィガロの結婚フィガロの結婚フィガロの結婚』』』』スザンナ、マスネスザンナ、マスネスザンナ、マスネスザンナ、マスネ『『『『マノンマノンマノンマノン』』』』マノン、ドニゼッティマノン、ドニゼッティマノン、ドニゼッティマノン、ドニゼッティ『『『『愛の妙薬愛の妙薬愛の妙薬愛の妙薬』』』』アディーナ、ロッシーニアディーナ、ロッシーニアディーナ、ロッシーニアディーナ、ロッシーニ

『『『『チェネレントラチェネレントラチェネレントラチェネレントラ』』』』クロリンダ、クロリンダ、クロリンダ、クロリンダ、『『『『メリーウィドウメリーウィドウメリーウィドウメリーウィドウ』』』』ヴァランシェンヌ等を務めた。新国立劇場合唱団メンバー、二期会会員。ヴァランシェンヌ等を務めた。新国立劇場合唱団メンバー、二期会会員。ヴァランシェンヌ等を務めた。新国立劇場合唱団メンバー、二期会会員。ヴァランシェンヌ等を務めた。新国立劇場合唱団メンバー、二期会会員。

小島常弘 （テノール） １９４２年生まれ。慶応義塾大学卒業。定年退職後、坂口卓也氏に師事し、声楽の勉強を本格的に開始。２１９４２年生まれ。慶応義塾大学卒業。定年退職後、坂口卓也氏に師事し、声楽の勉強を本格的に開始。２１９４２年生まれ。慶応義塾大学卒業。定年退職後、坂口卓也氏に師事し、声楽の勉強を本格的に開始。２１９４２年生まれ。慶応義塾大学卒業。定年退職後、坂口卓也氏に師事し、声楽の勉強を本格的に開始。２

００６年日本演奏家コンクール入選、同年、ＫＯＳＭＡアマチュア声楽コンクール「金賞・奨励賞」を受賞、２００９年第３回横浜国際音楽コンクールア００６年日本演奏家コンクール入選、同年、ＫＯＳＭＡアマチュア声楽コンクール「金賞・奨励賞」を受賞、２００９年第３回横浜国際音楽コンクールア００６年日本演奏家コンクール入選、同年、ＫＯＳＭＡアマチュア声楽コンクール「金賞・奨励賞」を受賞、２００９年第３回横浜国際音楽コンクールア００６年日本演奏家コンクール入選、同年、ＫＯＳＭＡアマチュア声楽コンクール「金賞・奨励賞」を受賞、２００９年第３回横浜国際音楽コンクールア

マチュア声楽部門第二位受賞（第一位なし）、２０１２年９月第一回ウィーンオペレッタコンクールアマチュア部門第一位を受賞。コンサート歴としてマチュア声楽部門第二位受賞（第一位なし）、２０１２年９月第一回ウィーンオペレッタコンクールアマチュア部門第一位を受賞。コンサート歴としてマチュア声楽部門第二位受賞（第一位なし）、２０１２年９月第一回ウィーンオペレッタコンクールアマチュア部門第一位を受賞。コンサート歴としてマチュア声楽部門第二位受賞（第一位なし）、２０１２年９月第一回ウィーンオペレッタコンクールアマチュア部門第一位を受賞。コンサート歴として

は、２００６年本場のウィーン・サロンオーケストラと川口リリア音楽ホールで共演、更に、２００９年ＣＬＡアンフィニ・スタジオオーケストラと共演、好評は、２００６年本場のウィーン・サロンオーケストラと川口リリア音楽ホールで共演、更に、２００９年ＣＬＡアンフィニ・スタジオオーケストラと共演、好評は、２００６年本場のウィーン・サロンオーケストラと川口リリア音楽ホールで共演、更に、２００９年ＣＬＡアンフィニ・スタジオオーケストラと共演、好評は、２００６年本場のウィーン・サロンオーケストラと川口リリア音楽ホールで共演、更に、２００９年ＣＬＡアンフィニ・スタジオオーケストラと共演、好評

を得る。２００９年中目黒ＧＴプラザホールにて第一回ソロリサイタルを開催。２０１０年５月、２０１３年３月に東京オペラシティ・リサイタルホールにてを得る。２００９年中目黒ＧＴプラザホールにて第一回ソロリサイタルを開催。２０１０年５月、２０１３年３月に東京オペラシティ・リサイタルホールにてを得る。２００９年中目黒ＧＴプラザホールにて第一回ソロリサイタルを開催。２０１０年５月、２０１３年３月に東京オペラシティ・リサイタルホールにてを得る。２００９年中目黒ＧＴプラザホールにて第一回ソロリサイタルを開催。２０１０年５月、２０１３年３月に東京オペラシティ・リサイタルホールにて

ジョイントコンサート出演。２０１１年テレビ朝日「題名のない音楽会」の新企画「第一回オーケストラ伴奏で歌ってみジョイントコンサート出演。２０１１年テレビ朝日「題名のない音楽会」の新企画「第一回オーケストラ伴奏で歌ってみジョイントコンサート出演。２０１１年テレビ朝日「題名のない音楽会」の新企画「第一回オーケストラ伴奏で歌ってみジョイントコンサート出演。２０１１年テレビ朝日「題名のない音楽会」の新企画「第一回オーケストラ伴奏で歌ってみままままＳＨＯＷ」に応募し出演。そのＳＨＯＷ」に応募し出演。そのＳＨＯＷ」に応募し出演。そのＳＨＯＷ」に応募し出演。その

他各種コンサートに出演し好評を得ている。他各種コンサートに出演し好評を得ている。他各種コンサートに出演し好評を得ている。他各種コンサートに出演し好評を得ている。

T
enore

進 美沙子 （メゾ・ソプラノ） 東京音楽大学声楽学科卒業。日本オペラ振興会オペラ歌手育成部第東京音楽大学声楽学科卒業。日本オペラ振興会オペラ歌手育成部第東京音楽大学声楽学科卒業。日本オペラ振興会オペラ歌手育成部第東京音楽大学声楽学科卒業。日本オペラ振興会オペラ歌手育成部第22222222期修了。これまでオペラ期修了。これまでオペラ期修了。これまでオペラ期修了。これまでオペラ

では「マルタ」ナンシー役、「泥棒とオールドミス」ミス・ピンカートン役、「コシ・ファン・トゥッテ」ドラッベラ役、「フィガロの結婚」ケルビーノ役、「ランスへでは「マルタ」ナンシー役、「泥棒とオールドミス」ミス・ピンカートン役、「コシ・ファン・トゥッテ」ドラッベラ役、「フィガロの結婚」ケルビーノ役、「ランスへでは「マルタ」ナンシー役、「泥棒とオールドミス」ミス・ピンカートン役、「コシ・ファン・トゥッテ」ドラッベラ役、「フィガロの結婚」ケルビーノ役、「ランスへでは「マルタ」ナンシー役、「泥棒とオールドミス」ミス・ピンカートン役、「コシ・ファン・トゥッテ」ドラッベラ役、「フィガロの結婚」ケルビーノ役、「ランスへ

の旅」メリベーア侯爵夫人役、「蝶々夫人」スズキ役、ケイト役、「ウェルテル」シャルロッテ役、「カルメン」カルメン、「アドリアーナ・ルクブルール」ブイの旅」メリベーア侯爵夫人役、「蝶々夫人」スズキ役、ケイト役、「ウェルテル」シャルロッテ役、「カルメン」カルメン、「アドリアーナ・ルクブルール」ブイの旅」メリベーア侯爵夫人役、「蝶々夫人」スズキ役、ケイト役、「ウェルテル」シャルロッテ役、「カルメン」カルメン、「アドリアーナ・ルクブルール」ブイの旅」メリベーア侯爵夫人役、「蝶々夫人」スズキ役、ケイト役、「ウェルテル」シャルロッテ役、「カルメン」カルメン、「アドリアーナ・ルクブルール」ブイ

ヨン公爵夫人役等で出演。ヨン公爵夫人役等で出演。ヨン公爵夫人役等で出演。ヨン公爵夫人役等で出演。2011201120112011年夏イタリア、トッレ・デル・ラーゴ、プッチーニフェスティバルにおいて「マダム・バタフライ」スズキ役アンダースタ年夏イタリア、トッレ・デル・ラーゴ、プッチーニフェスティバルにおいて「マダム・バタフライ」スズキ役アンダースタ年夏イタリア、トッレ・デル・ラーゴ、プッチーニフェスティバルにおいて「マダム・バタフライ」スズキ役アンダースタ年夏イタリア、トッレ・デル・ラーゴ、プッチーニフェスティバルにおいて「マダム・バタフライ」スズキ役アンダースタ

ディー及び芸者役で出演。好評を博す。その他「グローリア」アルトソロなど宗教曲アルトソロを務めるほか各種コンサートに出演。ディー及び芸者役で出演。好評を博す。その他「グローリア」アルトソロなど宗教曲アルトソロを務めるほか各種コンサートに出演。ディー及び芸者役で出演。好評を博す。その他「グローリア」アルトソロなど宗教曲アルトソロを務めるほか各種コンサートに出演。ディー及び芸者役で出演。好評を博す。その他「グローリア」アルトソロなど宗教曲アルトソロを務めるほか各種コンサートに出演。

profile

吉田 敦 （バリトン） 東京音楽大学声楽科卒、同大学研究科オペラコース修了。東京音大声楽教員、東京ニ期会正会員を経て東京音楽大学声楽科卒、同大学研究科オペラコース修了。東京音大声楽教員、東京ニ期会正会員を経て東京音楽大学声楽科卒、同大学研究科オペラコース修了。東京音大声楽教員、東京ニ期会正会員を経て東京音楽大学声楽科卒、同大学研究科オペラコース修了。東京音大声楽教員、東京ニ期会正会員を経て

現在フリーランス。正当ベル・カント継承者にして名バリトン歌手、ブルーノ・ダルモンテ氏に師事。オペラ、オペレッタ、ミュージカル他、数々の舞台現在フリーランス。正当ベル・カント継承者にして名バリトン歌手、ブルーノ・ダルモンテ氏に師事。オペラ、オペレッタ、ミュージカル他、数々の舞台現在フリーランス。正当ベル・カント継承者にして名バリトン歌手、ブルーノ・ダルモンテ氏に師事。オペラ、オペレッタ、ミュージカル他、数々の舞台現在フリーランス。正当ベル・カント継承者にして名バリトン歌手、ブルーノ・ダルモンテ氏に師事。オペラ、オペレッタ、ミュージカル他、数々の舞台

に主演。シリアスな役から喜劇的な役まで幅広いレパートリーを持ち、その圧倒的な歌唱、存在感のある演技は、常に観衆を魅了している。下咽頭に主演。シリアスな役から喜劇的な役まで幅広いレパートリーを持ち、その圧倒的な歌唱、存在感のある演技は、常に観衆を魅了している。下咽頭に主演。シリアスな役から喜劇的な役まで幅広いレパートリーを持ち、その圧倒的な歌唱、存在感のある演技は、常に観衆を魅了している。下咽頭に主演。シリアスな役から喜劇的な役まで幅広いレパートリーを持ち、その圧倒的な歌唱、存在感のある演技は、常に観衆を魅了している。下咽頭

癌で一時、声を失うも、すぐに復帰。スペインのサラゴサ万博、中国の上海万博にミュージカル主要キャストで出演するなど、海外でも活躍。第九、メ癌で一時、声を失うも、すぐに復帰。スペインのサラゴサ万博、中国の上海万博にミュージカル主要キャストで出演するなど、海外でも活躍。第九、メ癌で一時、声を失うも、すぐに復帰。スペインのサラゴサ万博、中国の上海万博にミュージカル主要キャストで出演するなど、海外でも活躍。第九、メ癌で一時、声を失うも、すぐに復帰。スペインのサラゴサ万博、中国の上海万博にミュージカル主要キャストで出演するなど、海外でも活躍。第九、メ

サイア、レクイエム等、宗教曲のソリストとしても定評がある。また、ヴォイストレーナーとして力を発揮。プロ、アマ、ジャンル関係無く、全国で指導。そサイア、レクイエム等、宗教曲のソリストとしても定評がある。また、ヴォイストレーナーとして力を発揮。プロ、アマ、ジャンル関係無く、全国で指導。そサイア、レクイエム等、宗教曲のソリストとしても定評がある。また、ヴォイストレーナーとして力を発揮。プロ、アマ、ジャンル関係無く、全国で指導。そサイア、レクイエム等、宗教曲のソリストとしても定評がある。また、ヴォイストレーナーとして力を発揮。プロ、アマ、ジャンル関係無く、全国で指導。そ

の生徒は多方面で活躍している。演出、脚本、指揮、合唱指導者でもある。一昨年、還暦リサイタル今年は、デビューの生徒は多方面で活躍している。演出、脚本、指揮、合唱指導者でもある。一昨年、還暦リサイタル今年は、デビューの生徒は多方面で活躍している。演出、脚本、指揮、合唱指導者でもある。一昨年、還暦リサイタル今年は、デビューの生徒は多方面で活躍している。演出、脚本、指揮、合唱指導者でもある。一昨年、還暦リサイタル今年は、デビュー40404040周年を迎え、今尚、進化を周年を迎え、今尚、進化を周年を迎え、今尚、進化を周年を迎え、今尚、進化を

続けている。うた芝居吉田組主宰。和光女声コーラス、混声合唱団「童」、女声コーラス「ハナミズキ」、指揮者、ヴォイストレーナー。三条吉田塾主宰。続けている。うた芝居吉田組主宰。和光女声コーラス、混声合唱団「童」、女声コーラス「ハナミズキ」、指揮者、ヴォイストレーナー。三条吉田塾主宰。続けている。うた芝居吉田組主宰。和光女声コーラス、混声合唱団「童」、女声コーラス「ハナミズキ」、指揮者、ヴォイストレーナー。三条吉田塾主宰。続けている。うた芝居吉田組主宰。和光女声コーラス、混声合唱団「童」、女声コーラス「ハナミズキ」、指揮者、ヴォイストレーナー。三条吉田塾主宰。

主催 文化活動を通じて地域に貢献する 所沢文化フォーラム

所沢市中央公⺠館

(電話 04-2926-9355) 

〒359-1121所沢市元町27番5号

http://www.sun-clean.jp

燦クリーン株式会社

あなたの身近なパートナーあなたの身近なパートナーあなたの身近なパートナーあなたの身近なパートナー

平岩建設株式会社平岩建設株式会社平岩建設株式会社平岩建設株式会社

本社：埼玉県所沢市南住吉本社：埼玉県所沢市南住吉本社：埼玉県所沢市南住吉本社：埼玉県所沢市南住吉8888----19191919

☎☎☎☎ 04040404----2923292329232923----2221(2221(2221(2221(代表代表代表代表))))

FAXFAXFAXFAX 04040404----2923292329232923----2297229722972297

～土地・建物に関するお悩み、

お気軽にご相談下さい～

住まいのことなら何でも！住まいのことなら何でも！住まいのことなら何でも！住まいのことなら何でも！

アイビーホームにお任せ下さいアイビーホームにお任せ下さいアイビーホームにお任せ下さいアイビーホームにお任せ下さい

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 藤永藤永藤永藤永 博博博博

☎☎☎☎ 04040404----2939293929392939----8991899189918991

株式会社
アイビーホーム

所沢市指定給水装置事業者

所沢市下水道排水設備指定工事店

トヨダ設備株式会社トヨダ設備株式会社トヨダ設備株式会社トヨダ設備株式会社

所沢市林所沢市林所沢市林所沢市林2222----414414414414----16161616

☎☎☎☎ 04040404----2948294829482948----1043104310431043

ﾒｰﾙﾒｰﾙﾒｰﾙﾒｰﾙ toyoda-s@jcom.home.ne.jp

所沢駅東口 徒歩２分

☎04-2994-5080
www.sckaikei.jp

運は繁盛の秘訣

税理士法人税理士法人税理士法人税理士法人

シン中央会計シン中央会計シン中央会計シン中央会計

相続の困った！をサポートします

相続税の申告・相続税試算とその対策相続税の申告・相続税試算とその対策相続税の申告・相続税試算とその対策相続税の申告・相続税試算とその対策

埼玉県所沢市久米 1447144714471447

☎☎☎☎ 04040404----2922292229222922----2965 2965 2965 2965 

開館⽇時︓４⽉〜１１⽉（１２⽉〜３⽉は休館）
毎週⽇曜⽇及び祝祭⽇
１０時〜１６時３０分 （１７時閉館）

⼊館料 ︓無料

館⻑ 平塚宗臣
所沢郷土美術館

（国の登録有形文化財）（国の登録有形文化財）（国の登録有形文化財）（国の登録有形文化財）

所沢市小手指町２－１４－１０所沢市小手指町２－１４－１０所沢市小手指町２－１４－１０所沢市小手指町２－１４－１０

☎☎☎☎ ０４－２９２５－４１６６０４－２９２５－４１６６０４－２９２５－４１６６０４－２９２５－４１６６

佐藤歯科医院佐藤歯科医院佐藤歯科医院佐藤歯科医院

診療方針診療方針診療方針診療方針

患者様のお悩みをしっかりと伺い、

最善の治療方法を分り易く説明し、

十分にご理解を頂き、治療を行います

キッチン・トイレ・お風呂場等の

水廻りのリフォームや修理

（水漏れ、排水詰まりにも対応）

所沢市上新井四丁目１８番地の５所沢市上新井四丁目１８番地の５所沢市上新井四丁目１８番地の５所沢市上新井四丁目１８番地の５

☎☎☎☎ 04040404----2925292529252925----7645764576457645

FAX FAX FAX FAX 04040404----2921292129212921----3511351135113511

測量・分筆・地目変更・測量・分筆・地目変更・測量・分筆・地目変更・測量・分筆・地目変更・

新築・増築･滅失･開発新築・増築･滅失･開発新築・増築･滅失･開発新築・増築･滅失･開発

有限会社高橋測量高橋測量高橋測量高橋測量

土地家屋調査士 高橋達志

都市型都市型都市型都市型ホテルとしてのホテルとしてのホテルとしてのホテルとしての

充実充実充実充実したしたしたした機能機能機能機能にににに気品気品気品気品とととと格調格調格調格調をををを添添添添えて・・えて・・えて・・えて・・

所沢市東住吉３-５

☎☎☎☎ 04040404----2925292529252925----5111511151115111

http://www.tokorozawa-parkhotel.co.jp

燦クリーン株式会社燦クリーン株式会社燦クリーン株式会社燦クリーン株式会社

http://www.sun-clean.jp

所沢市小手指町所沢市小手指町所沢市小手指町所沢市小手指町1-42-24 ☎☎☎☎ 04-2929-5611

Safe&Clean

カフェダイニングカフェダイニングカフェダイニングカフェダイニング

ぱぱぱぱぷぷぷぷりりりりかかかか

所沢市東狭山ケ丘所沢市東狭山ケ丘所沢市東狭山ケ丘所沢市東狭山ケ丘1111----20202020----1111

☎☎☎☎ 04040404----2907290729072907----8406840684068406

FAXFAXFAXFAX 04040404----2923292329232923----2297229722972297

“食はいのち”“食はいのち”“食はいのち”“食はいのち”

選び抜いた有機野菜、珍しい野菜による

オリジナル創作料理をご堪能ください。

一級建築士事務所
アルメディアILM

代表 大越 和人
所沢市東狭山ヶ丘1-19-19
TEL 04-2936-7736
FAX 04-2936-7735
http://a-ilm.o.oo7.jp/

入間・K邸 狭山ヶ丘・O邸

所沢・Sビル
所沢・事務所併用住宅

⼾建住宅から事業系まで
オンリーワンの建物を設計しています。
お気軽にご相談ください。

入間・Ｎビル

入間・Iビル東所沢･SHUME-BLD

東久留米・RENビル

入間・信用金庫

聞こえのお悩みはお任せください聞こえのお悩みはお任せください聞こえのお悩みはお任せください聞こえのお悩みはお任せください

補聴器専門店補聴器専門店補聴器専門店補聴器専門店

ファースト補聴器
所沢市東町所沢市東町所沢市東町所沢市東町10-2 ベルワンビルベルワンビルベルワンビルベルワンビル2階階階階

（イオン所沢店（イオン所沢店（イオン所沢店（イオン所沢店 右隣り）右隣り）右隣り）右隣り）

水・祝日水・祝日水・祝日水・祝日 定休定休定休定休

TEL 04-2937-3080 
www.first-ha.com

飯能市ムーミンテーマパーク
”メッツア” 産直販売店
ベジタワー
無農薬新鮮野菜と
オリジナル野菜スイーツ

飯能市宮沢子の神319
営業時間10時〜20時
定休日なし

パソコンのことならパソコンのことならパソコンのことならパソコンのことなら

何でもご相談ください！何でもご相談ください！何でもご相談ください！何でもご相談ください！

パソコン再生工場所沢店パソコン再生工場所沢店パソコン再生工場所沢店パソコン再生工場所沢店

宮川宮川宮川宮川 達哉達哉達哉達哉

☎☎☎☎ ０４－２９２４－７５６１０４－２９２４－７５６１０４－２９２４－７５６１０４－２９２４－７５６１

〒359-1111埼玉県所沢市緑町2-3-5

AM9:30 ～PM5:00土日祝定休

《パソコンの修理・再生・中古売買・操作指導》《パソコンの修理・再生・中古売買・操作指導》《パソコンの修理・再生・中古売買・操作指導》《パソコンの修理・再生・中古売買・操作指導》
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