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児童公園（りす公園）
広いスロープ（滑り台）が人気。

児童公園（うま公園）
大きな砂場で遊ぼう。

木陰の気持ち
良い公園。ベン
チでひと休み。

氷川神社

衾町公園

ウ

イ

ア

児童公園（ぶた公園）
ぶたの親子もお昼寝中。

スポーツ博覧会・東京2011
サッカーやランニングのスポーツ教室や、ダンスのイベント、
物産＆観光フェアなど一日中楽しめる。
■日程/10月10日（月･祝）9:00～17:00 ■場所/駒沢オリンピック公園総合運動場
■入場料/無料 ■お問い合わせ/03-3357-2504　スポーツ博覧会・東京2011事務局

EVENT情報 みんなの笑顔と元気が大集合！

エーエス  クラシックス  ダイナー

公園の自然を楽しみながら
「家族が食べたら…」と考えて作られるバラ
ンスの取れたヘルシーなオリジナル料理。ご
飯は、店内でブレンドした十七穀米を使用。
■03-5787-6608 ■駒沢大学駅 徒歩10分 
■営業/11:30～22:00、ランチ11:30～16:00、
ティータイム平日15:00～18:00■定休日/月曜
（祝日の場合翌日） ■世田谷区駒沢4-12-22-2F

緑豊かな都立公園。敷地内にある、
12の体育施設は誰でも利用できる。
（予約が必要な施設があるので確認を）　

■駒沢大学駅 徒歩15分
■世田谷区駒沢公園1-1 
【スポーツ施設】 ■03-3421-6199 
■開園/9:00～21:00
　（各施設によって異なる） 
■休園日/年末年始、保守点検日 
　※休園日は確認のこと 
【公園施設】 ■03-3421-6431 ■自転車貸出休館日/月曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

駒沢オリンピック公園総合運動場

イタリア風に立ち飲みで一杯
バリスタの淹れるコーヒーを、カウンターでイタリ
ア式に立飲み（バンコ）できるおしゃれなカフェ。ゆっ
くり食事したい方は奥のテーブル席へ。※バンコの場合
一部ドリンクは100円引き。  　　　 「ミニデザート」をサービス
　

■03-3410-8810 ■駒沢大学駅 徒歩3分 ■営業/月
曜～金曜8:00～翌2:00、土曜9:00～翌2:00、日曜･祝日
9:00～23:00、モーニング8:00（9:00）～11:00、ランチ
11:00～17:00 ■定休日/無休 ■目黒区東が丘2-11-20

■日曜講座
　禅研究館4F
　坐禅堂　

150人が坐れる本格
的な坐禅堂で、気軽
に参加できる坐禅講
座を開講。坐禅の後
は仏教学の講義もある（3F講義室）。
※申込不要。開講日程を確認のうえ、
　8:40までに直接坐禅堂へ。 
■日程/毎週日曜日、9:00～11:00（坐
禅･講義各1時間）※坐禅または講義のみ
の受講も可。 ■会費/月1,500円 
■お問い合わせ/03-3702-9625
（10:00～17:00 ※12：30～13:30を除く）

1592年、江戸駿河台吉祥寺に設
立された「学林」を起源とし、1913
年に現在の地「駒沢」に移転。
2012年、開校130周年を迎える。
■03-3418-9828 
■駒沢大学駅 徒歩10分
■世田谷区駒沢1-23-1

駒澤大学

2002年、都立大学跡地にオープン。ホールや図書館、
体育館などがある複合施設。公園には広い芝生広場
がある。
■都立大学駅 徒歩7分 ■目黒区八雲1-1-1

めぐろ区民キャンパス

八雲中央図書館
40万冊の蔵書規模を誇り、自然光を取
り入れた、心地良い図書館。
■03-5701-2795 
■開館/火曜～土曜9:00～21:00、
　日曜･祝日9:00～17:00 
■休館日/月曜（祝日の場合翌日）

1200人収容の客席を持ち、コンサートや舞台芸術、
講演会まで対応できる設備のホール。
■03-5701-2924 ■開館/9:00～22:00 ■休館日/
年末年始 ■利用申込/03-5701-2819（9:00～19:00）

めぐろパーシモンホール
大ホール･小ホール

衾町公園児童交通施設
中学生以下対象の児童交通公園。
信号や横断歩道のあるコースで交
通ルールを身につけられる。自転
車や幼児用三輪車の貸し出しあり
（無料）。※天候により中止する場合がある。
■03-3717-0574 
■都立大学駅 徒歩15分 
■開園/9:00～16:30（交通施設部分） 
■休業日/年末年始
■目黒区八雲5-2-10

禅の文化と歴史をテーマにした展示を一般公
開している。屏風のような建築様式が特徴。
1999年「東京都歴史的建造物」に選定された。
■03-3418-9610 駒澤大学禅文化歴史
博物館事務室 ■開館/11:00～16:30 
■休館日/土曜・日曜・祝日、その他大学の
定める休業日※開館日は確認のこと。

禅文化歴史博物館 (耕雲館)

ふわふわの卵がやみつきに
なる、ふわとろオムライスの
ランチセット 1,080円

黒蜜きなこマフィン 400円

休日のランチ、スペシャルコ
ースは、ボリュームたっぷり
のパスタがメーン 1,380円

スモークターキーと
チーズのサンドウィ
ッチ 1,155円

窓から見える緑は都会のオアシス
図書館、ホールや公園利用の行き帰りなど
に気軽にのんびりできるカフェ。絵本やおも
ちゃもあり、子ども向けのサービスも充実。          
             先着20名の方に手作りクッキーをサービス
■03-5726-1316 ■都立大学駅 徒歩7分 
■営業/11:00～18:00（L.O.17:30）、ラン
チ11：30～15：00　■定休日/月曜　
■目黒区八雲1-1-10（めぐろ区民キャンパス内）

秋から冬にか
けて人気の
グラタンラン
チ 980円
ジュースとデザートの付い
たお子さまプレート 550円

児童コーナーには、船の形の読書コーナーや、
本の検索「さんまくん」も用意

わざわざ行きたくなる、
手作りのバーガー＆サンド
オーナーこだわりの素材で手作り
した本格的な味に、子どもから年配
の方までリピーターも多い。味わ
い深い天然酵母パンにも満足。
　

■03-5701-5033 ■駒沢大学駅 徒歩15分 
■営業/9:00～23:00、ランチ11:00～14:00 ■定休日/火曜 ■目黒区八雲5-9-22

ドリンクとフレンチフライ付
きのハンバーガーランチ 
1,050円に、アボカド105円
とチーズ105円をトッピング

昼も夜もくつろげる、カジュアル･イタリアン
区民キャンパスの緑の芝生を眺めながら、新鮮な
野菜をふんだんに取り入れたランチを優雅に楽し
める。           ナチュレランチ1,700円を1,500円に。
　

■03-3723-6707 ■都立大学駅 徒歩7分 ■営業/月曜～
金曜11:00～20:00（L.O.19:30）、土曜･日曜･祝日11:00～
22:00（L.O.21:30）、ランチ11:00～16:00 ■定休日/
第2月曜 ■目黒区八雲1-1-1（めぐろ区民キャンパス内）

季節にこだわったメニューを、店内＆テイクアウトで
広い店内には、ケーキや、パン、スイーツが並ぶ。フー
ドメニューは居心地の良いカフェスペースで。気候の
良い季節にはテラス席が人気。

自家製パテのサラダは、スープとパンがセットで900円。
ランチタイムにはプラス300円でドリンクがセットに

季節ごとに変わ
るケーキも充実

「粉」にこだわる風味豊かなパン
どれもずっしりと重みのあるパンは、
常時40種類。さまざまな味･食感･
風味が楽しめる。ケーキや焼き菓子
も充実している。
　

■03-5752-1015 ■都立大学駅 徒歩
15分、駒沢大学駅 徒歩15分 ■営業
/10:00～19:00（11月～2月 10:00～
18：00） ■定休日/火曜、第3水曜 
■世田谷区深沢2-1-10 

一番人気の
クロワッサ
ン 190円

締め切り10月19日（水）（当日消印有効）
◆応募方法は、中面の「読者プレゼント」コーナーをご覧ください。
1. クイズQ.1からQ.4のうち2問を選んで、問題の答えを記入してください。      
2. 中面、読者プレゼント欄の1～7を明記のうえ、記載の宛先までお送りください。
ウオーキングしながら、楽しいクイズに挑戦！ ご応募お待ちしています。

東急大井町線6000系ストラップ
抽選で10名さまにプレゼント！

※詳細は各施設・店舗にお問い合わせください。 都合により、営業時間・定休日が変わることがあります。

ご利用の際は、店舗で本誌「HOTほっとTOKYU」10月号を必ずご提示ください。
特典実施期間は2011年10月31日まで。他サービスとの併用不可。

特典について

■ サイクリングセンター
小･中学生用の自転車から大人用自転車、二人乗りタンデムがレ
ンタルでき、公園外周約2.1kmのサイクリングコースを楽しめる。

■普通自転車（14～27インチ）、タンデム（二人乗り自転車） 
■料金/普通自転車:初乗り1時間200円･延長30分ごと100円、
　タンデム:サイクリングコース1周200円･延長1周100円　
■ ファミリーセンター（ペアペア自転車） 
家族･グループで、6人乗りペアペア自転車が楽しめる。 

■ペアペア（大人2人＋子ども4人、最大6名乗車可）  
■料金/ペアペア:2周200円･延長1周100円　
■チリリン広場　
3歳までの子どものための、補助輪付き自転車専用広場。

■普通自転車（補助輪付き、12～16インチ） 
■料金/初乗り1時間100円･延長30分ごと50円

ぶた公園にぶた（オブジェ）は
何匹いるでしょう。

親ぶた1匹
子ぶた○匹

公園の中にある万葉
歌碑。歌のプレート
はいくつありますか。

公園の中に、信号機のあ
る

横断歩道はいくつありま
すか。

写真のキリンはどこにいるのでしょうか。
地図のアイ ウから選んでね。

駒沢公園

めぐろ区民キャンパス公園

呑川緑道

写真：駒沢体育館

衾町公園児童交通施設

人気のナチュレラン
チ(1,700円)は、前
菜3品･サラダ･パン
･スープ･本日のメ
ーン料理･デザート･
ドリンクがセットに
なった本格派

■03-5431-3663 ■都立大学駅 
徒歩15分、　学芸大学駅 徒歩13分
■営業/10:00～20:00、ランチ
11:30～14:00  ■定休日/無休 
■目黒区柿の木坂3-11-4

左上から時計回りにショコラ ブリュレ180円
、カリー《キヌア》280円、ミルクフランス180円、
ジャポネ180円、ベイクドカリー240円

左上から時計回りにショコラ ブリュレ180円、
カリー《キヌア》280円、ミルクフランス180円、
ジャポネ180円、ベイクドカリー240円

あっという間
にかわいいデ
ザイン･カプ
チーノの出来
上がり 400円

ふすまちょう

元住吉

第7回フライマルクト＆ドイツフェア
第9回オズフェスタ
音楽や人形劇など、大人から小さな子どもまで
一日中楽しめる。今年はドイツの食や物産を販
売するドイツフェアも同時開催。国際交流セン
ターで行われる、乙女文楽にも注目。
■日程/10月2日（日） 12:00～17:00
■場所/ブレーメン通り･オズ通り街区（雨天中止）、
　　　  元住吉駅コンコース･国際交流センター（雨天決行）
■お問い合わせ/044-422-3626 ブレーメン通り商店街事務所

代官山

■日程/10月9日（日）･10日（月・祝） 10:00～18:00
■場所/代官山ヒルサイドテラス周辺（代官山駅 徒歩3分）
■お問い合わせ/ 03-5489-3705　ヒルサイドテラスインフォメーション

線
東急
沿 10イベントカレンダー

ヒルサイドテラスを舞台にショップやクリエイタ
ー、大使館などが参加する祭り。各地の食や物
産が並ぶ楽市楽座、大道芸や猿まわし、子どもた
ちの仮装行列などイベントが盛りだくさん。

多摩川

第４回田園調布グリーンフェスタ
今年は防災企画が充実！“東北海岸に緑を戻
そう”東日本復興を支援します。緑豊かな公園
で親子で楽しめるイベントがいっぱい。同時に
多摩川園商栄会フリーマーケットも開催される。
■日程/10月16日（日） 9:00～15:30（雨天の場合一部中止） 
■場所/田園調布せせらぎ公園（多摩川駅前）
■お問い合わせ/03-3721-4261　田園調布特別出張所

学芸大学

ＧＡＫＵＤＡＩカーニバル 2011
毎年秋に開催される、学芸大学商店街最大のイ
ベント。エイサーや阿波踊りなどのパレードや、
よさこい踊りなどジャンルを問わないパフォー
マンスで、街中が盛り上がる。

■日程/10月23日（日） 13:00～18:00（雨天決行） 
■場所/西口駅前広場、東口五叉路、東口商店街、学大横丁、西口商店街（学芸大学駅 周辺）
■お問い合わせ/03-3713-8470　学芸大学商店連合会事務局

梶が谷

田園都市音楽祭・
第5回梶が谷まちづくりコンサート
まちづくり活動の一環として開催する、宮前ウ
インドオーケストラとの共同主催のコンサート。
クラシックの名曲や子どもも楽しめる曲を演奏
する。コンサート終了後、屋内広場で出演者と
のコーヒートークが楽しめる。
■日程/11月6日（日） 13:30開場、14：00開演
■場所/川崎市民プラザ ふるさと劇場（梶が谷駅 徒歩15分）
■入場料/1,000円　※梶が谷駅前通り振興会の協力店舗で販売中
■お問い合わせ/044-860-1919　梶が谷駅前まちづくり協議会（コンサート担当 肥田）

猿楽祭 代官山フェスティバル2011
さるがくまつり

■日程/10月9日（日）～30日（日）
■場所/代官山の街並み（代官山駅 周辺）
■お問い合わせ/ 03-3476-4868
　代官山インスタレーション実行委員会

代官山の秋を彩る街なかアート展。ショッピング
やランチのついでに、地図を見ながら作品探し
の散策をしてみよう。
※最新の情報と地図はこちらから（http://d-insta.com/)

代官山インスタレーション2011

2009展審査員特別賞 代官山ローム層
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●臨時ダイヤのお知らせ
●東急線沿線で
　打ち水イベントを開催しました
●駅前放置自転車
　クリーンキャンペーン

田園都市線駒沢大学駅と東横線都立大学駅
に囲まれたエリアには、季節の花や木が
駅まで続く緑道や、大きな公園がいっぱい！
さわやかな秋の季節、のんびり散歩しながら
カラダとココロにビタミン補給しませんか。抽選でプレゼントが当たる

クイズもあります。
抽選でプレゼントが当たる
クイズもあります。

特典付き！

特典

クイズに
答えて

ハッピー
チャンス

！クイズに
答えて

ハッピー
チャンス

！

特典

特典




