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　　　　　　　　　　待望の石窯がこの夏、完成しました！
　　ルッコラやバジルを摘んでお好みのトッピングでマルゲリータやシーフード

　ピザを焼きませんか？

　2 分程で、ふっくら、パリッとした美味しいピザが出来上がります。　

　収穫したレモングラスでトムヤムクンスープも作ります♪

　　　　　　　　　　　　　アクセス
　・車で千葉市街から 126 号を東金方面に向かい、宮田交差点手前　

　・バスは JR 千葉駅 10 番乗り場、成東行き「宮田下車」
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　　　　　千葉市の 2011 年を振り返って

　千葉市 市長  熊谷 俊人 氏  にインタビュー

　今年は東日本大震災により千葉市も大きな被害を受けました。

また、その影に隠れていますが、鳥インフルエンザも発生し、2 つの災害への

対応で千葉市にとっては大変な 1 年でした。

震災の影響は観光客の減少や放射能への対応などで未だに続いています。

そういう意味では苦難の年ではありましたが、今年の漢字「絆」に代表される

ように、命の大切さ、家族の大切さ、地域の大切さに今まで以上に気づかされ

た年でもあったと思います。

私たちも地域主体の街づくりを進めてきましたので、この震災を期に地域の

絆を深める活動がさらに活発になるよう、支援体制を強化していきます。

　来年は私たちが取り組んできたことが成果となって現れ始める年です。

千葉市の財政再建や保育所の待機児童の問題など、様々な分野で前向きな

話を市民に発信できるものと確信しています。

 皆さまにとっても来年が良い年となることを祈念しています。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊谷俊人

　
2012 年も頑張ろう！千葉市

   
   

天

然酵母のプチパン

　
　

　
野

菜たっぷりのカ
レ

ー

　高洲に異文化交流、コミュニティ Cafe「どんぐりの木」が誕生

　「cafe　どんぐりの木」が千葉市美浜区に 2011 年夏にオープン。

なんて可愛い Cafe なんでしょう！入口は普通の民家で、お庭があって入口の

ドアを開けると木の香りがし、素足で赤ちゃんや子供たちが絵本を読んだりし

ていて、親子で寛ぐ空間が広がります。

又、老若男女どなたでも集い、語らい、出会う、新しいタイプの Cafe です。

とびっきり美味しいコーヒーも自慢の一つ。トイレも身障者 OK、赤ちゃんの

おむつ替え OK ！と充実した設備。

百聞は一見にしかず。一度行ってみましょう！！

・音楽会、お話会、上映会、読書会など開催できます。（ピアノ、プロジェクター）

＊営業日　　　月・火・金・土　＊営業時間　　11:30 ～ 17:30

＊電話・fax　　043-301-2439　＊場所　　千葉市美浜区高洲 1-16-46

　
明るい店内　

　　　　　" 珈琲日和 ” のご案内
　コーヒー焙煎士の anonimo さんをお迎え
しておいしいコーヒーの淹れ方や楽しみ方
を伝授してもらいます。
コーヒー初心者も大歓迎。あったかいひと
ときをご一緒しませんか？
日時：１月１９日（木）
１４：００～１６：００
会費：２０００円（講習費、コーヒー＆ス
ウィーツ代込み）
お申し込み締め切り：１月１６日（月）

　　　　　　　　　　　　　　「千葉の素敵な人シリーズ、推薦募集！」
　千葉で頑張っている人、魅力ある人など、ぜひ「mihorin 新聞」に掲載してほしい！という推薦を募集します。

次号より、千葉市を中心とした（行政関係も含めて）「素敵な人」を紹介していきたいと思います。

まずは、推薦文を mail@mihoron.com までお送りください。採用させて頂いた方にはお礼を差し上げます。

尚、ご本人に了解を得て、インタビューさせて頂きますのでよろしくお願い致します。

　その他、楽しいニュース、美味しいレストラン、素敵な場所などローカルな情報も併せてお寄せください。

mihorin 企画では、来年も「復興支援」のイベントや「セミナー」「ライブ」など企画していきますが、ボランティアで

お手伝いいただける方、大歓迎です。大学生、一般の方、どなたでも OK です。

お問い合わせも上記のメールアドレスまで、お気軽にどうぞ。　松山
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店長の成島さん（右）とＴＡＯさん

　　　　Ａｓｉａｎ　Ｄｉｎｉｎｇ　ＴａＬｏＢａ
 アジアンダイニング　タロバは、女性をターゲットにしたメニュー、ドリ

ンクを用意しています。「女子会」を開催するならここ！店内はアジアンの

素敵な雰囲気で、飲み放題などお値段もリーズナブル。もちろんランチメ

ニューも豊富。お昼時は会社員の方もいっぱい！女性一人でも気軽に入れる

心地良さ。店長の成島さんは、たくましくて優しい！シェフのＴＡＯさんは、

タイ料理がご自慢の明るい方。ぜひ一度足を運んでみては？

にぎやかな雰囲気のビルの入り口

ゆったりしたアジアンの香り漂う

素敵な店内。

お薦めは、何と言ってもマッサマンカ

レー。このマッサマンカレーはイスラム

圏の人が食べるというタイのカレーで

す！　レディスセットもあります。

店内奥のソファでくつろぎなが

ら「女子会」も盛り上がる！　

Ａ
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　タイ料理「上台（シャンタイ）」

〒 260-0014 千葉市中央区

本千葉町２−１３ 第一福井ビル

B1　TEL043-201-0867

　タイ料理「シアムハウス」

〒 263-0043  千葉市稲毛区

小仲台７丁目２０−１

TEL　043-252-8703

　アジアン「BAGOOS( バグース）」

〒 263-0024 千葉市稲毛区穴川

２丁目４−４ 

TEL　043-206-5558

　タイ料理「ラビアン・タイ」

〒 260-0044 千葉市中央区

松波４丁目２０−６ 

TEL　043-285-3425

　　タイ料理「ラカン」

〒 260-0015  千葉市中央区

富士見２丁目１８−１

TEL　043-222-3939

　タイ料理「タイランド」

〒 260-0015  千葉市中央区

富士見２丁目２２−１８

TEL　043-223-0883

千葉市のアジアンを楽しもう！

2011 年 8 月 26 日オープン

　　　　　　「ティーヌン」

〒 261-0021 

千葉県千葉市美浜区ひび野１丁目９ 　

スーク海浜幕張３F　TEL　043-212-0030

千葉市中央区富士見 2-15-9 Ａ＆ＦＬビル　６Ｆ

ＴＥＬ　043-201-1955
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2012 年 1 月 11 日（水）～ 15 日（日）「和と花と話して」

　　　　加藤ふみえさん　個展開催

　昨年の開催からもう 1 年が経ちました。早いものですね。いつも元気な加藤さ

んが色鉛筆で描く「和の花々」。今年は、被災地に励ましの言葉をたくさん贈るこ

とができたようです。

命の大切さ、自然の大切さ、地球を守りたい！何とか子供たちに、たくさんのこと

を伝えたいという、加藤さんの思いがいっぱい詰まっています。

千葉市花の美術館で加藤さんとお話しませんか？。

場所　　千葉市花の美術館　2 階展示室

　　　　〒 261-0003　千葉市美浜区高浜 7-2-4　稲毛海浜公園内

電話　　043-277-8776

時間　　9:30 ～ 16:30　（最終日　16:00 まで）

　
　

　

　加藤ふみえさん

　　千葉市花の美術館

2012 年 1 月 28 日（土）年金・医療。介護セミナー＆ランチ開催

ジブラルダ生命保険 ( 株 ) セミナープログラム（講師：　金垣　忠　氏）

場所　　イタリアンレストラン「壁の穴」

時間　　11:00 より

費用　　ランチ代　1,000 円　（4 種類のパスタから 1 種類 + ドリンク、ケーキ）
申し込み　「壁の穴」　TEL043-252-1811　又は mihorin 企画　mail@mihorin.com

定員　　先着 20 名

内容　　ライフプラン　公的年金　公的医療保険　公的介護保険

主催　　mihorin 企画

生活していくうえで必要不可欠な年金・医療・介護の最新情報を中心として、

これだけは知っておきたい社会保障制度について詳しくご説明します。

〒 260-0044  千葉県千葉市中央区松波２丁目１９−５

TEL　043-252-1811

2012 年イベント情報

　　再刊記念号　編集記
　皆様、お久しぶりです。ずいぶん長い間（約 9 か月）休刊していましたが、やっと再刊号を発行することが

  できました。

　今年は、3 月の震災の直後に「mihorin 新聞 13 号」を発行後、微力ながら「復興支援」の募金活動をみんなの     

力でできました。（4 月のきぼーるでの「異文化交流アート展」と woodhouse-cafe での「Heart　to　Heart チャリティ

コンサート」、10 月は、千葉市美浜区、自然食レストラン（四季こよみ　）での「復興支援ライブ in 美浜」そし

て woodhouse-cafe「おこづかいセミナー」）

　周りの友人や仲間たち、地域の人々と「絆」を大切にすることの素晴らしさを知りました。

 来年もさらに「助け合い」の心を忘れず、明日に希望を持ちながら、何かささやかで楽しいことを企画していき  

たいと思っています。

　皆様にとって、2012 年が幸せ多き年でありますよう、お祈りいたします。

今年は、大変お世話になり、感謝申し上げます。　　mihorin 新聞　松山美穂子


