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大井町線　 上野毛駅

武蔵野の雑木林の台地が多摩
川に向かって深く傾斜する国分
寺崖線上に位置し、敷地は約
20,000㎡。豊かな自然が残る庭
園には東京都の天然記念物であ
る「上野毛のコブシ」や石仏など
が配置され、四季の草花も楽しめ
る。今春の庭園のリニューアルで
二子玉川駅方面へ抜ける「春山荘
門出口」も新設され便利に（徒歩
約15分）。展示品は展覧会ごとに
変わり、特別展では毎回特色ある
テーマを企画している。

五島美術館

2013年 HOTほっと10月号  No.403

いよいよ秋。観る、聴く、嗅ぐ、食べる、触れる・・・五感をフルに活用して秋を感じてみませんか？
思い立ったが吉日！暑さも和らいできたこの季節に、たくさんお出掛けしましょう。

ひと足早く東急線沿線で
秋を感じよう

アートを 芸術に

音楽を 花の　　を楽しむ

秋のお菓子を

レオナール・フジタ
 《誕生日》1958年
油彩・キャンヴァス
ポーラ美術館蔵

©ADAGP, Paris & JASPAR,
 Tokyo, 2013　E0469

近代美術の流れに焦点を
あてた展覧会を中心に、
それまで日本で紹介され
ることが少なかった作家
の個展や海外の著名な美
術館の名品展など、テーマ
性・先見性・話題性を持っ
た展覧会を開催している。

いつでも気軽にアートを
楽しめる自由形美術館

東横線/田園都市線　 渋谷駅

横浜市青葉区民文化センター

フィリアホール

■ 045-985-8555 ※フィリアホールチケットセンター 045-982-9999（11：00～18：00）
■ 青葉台駅 徒歩3分 
■ 開館/要問い合わせ
■ 休館日/第3水曜
■ 横浜市青葉区青葉台2-1-1 青葉台東急スクエア
　 South-1本館5階

コンサートホールだけではなく、リ
ハーサル室や練習室といった音楽
の集いの場も提供している。これか
らの活躍が楽しみなアーティストに
よるランチコンサート（全席指定
1,500円）など、気軽に足を運ぶこと
ができる公演も多い。

神奈川県民ホール

※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。

■ 045-633-3686　神奈川県民ホール 事業制作第1課
■ 日本大通り駅 徒歩6分
■ 開館/要問い合わせ
■ 休館日/無休（12月より改修工事のため休館）
■ 横浜市中区山下町3-1

山下公園や中華街といっ
た観光名所に囲まれた当
ホールでは、月に1度、ラン
チタイムに無料のパイプ
オルガンコンサートを実施
している。約30分の公演
で予約不要なので、散策の
途中に気軽に立ち寄れる。

バレエ・オペラ・オーケス
トラなど多彩な公演が
行われる大ホール 今年度のパイプオルガン

コンサートはバッハに
焦点をあてている

本格的な音響特性を
備えたコンサートホール

お洒落な空間の
休憩スペース
「ホワイエ」

田園都市線　 青葉台駅

みなとみらい線　 日本大通り駅

「パイプオルガン・プロムナードコンサート」9月27日（金）・10月25日（金）いず
れも12：00開場、12:20開演、全席自由、入場無料、小ホール ※10月25日（金）は
未就学児入場可。定員（400人）を超えた場合、入場できない場合があります。
「東京バレエ団 ジゼル全2幕」10月19日（土）15:00開演、大ホール、S席10,000円ほか
公演情報はホームページでご確認の上お出掛けください 
http://www.kanagawa-kenminhall.com/

公演
情報

横浜山手西洋館

■ 045-623-2957 山手111番館
■ 元町・中華街駅 徒歩7分
■ 開館/9：30～17：00、見学無料
■ 休館日/第2水曜（山手111番館）、
　 第4水曜（横浜市イギリス館）いずれも祝日の場合は翌日
■ 横浜市中区山手町111（山手111番館）

外国人居留地としての面影を残している山
手。明治、大正、昭和時代に建てられた西洋
建築が7館集まっており、ローズガーデンに
隣接する横浜市イギリス館では、10月中旬
ごろになるとバラの香りに包まれる。10月
14日（月・祝）と19日（土）には、山手111番
館でアットホームコンサート（無料）が行わ
れるので、この機会に足を運んでみては。 山手111番館の庭園に咲く

ゴールデンボーダー

みなとみらい線　 元町・中華街駅　

本誌を見て1日体験を
予約された方に箸置きの
制作体験を無料で追加

特 典

粘土や釉薬を選び、手びねり
で小鉢や湯呑みなどを作るこ
とができる一日体験コース
は、初心者でも楽しめる。併設
された器雑貨店では、予算に応
じて陶器のオーダーメイドも
受け付けてくれる。

駅から近く、空いていれば当日の
予約もＯＫなので、気軽に陶芸体
験ができる。丁寧に教えてもらえ
るので、初めての方でも安心。東
横線・大倉山駅にも教室があり、
どちらも見学自由。

本誌を見て通常体験コースに予約された方は500円引き。
特典は11月30日まで有効。

特 典

陶器を中心にエプロン
などの布製品も販売している

体験コースでは1キロの土を使い
湯呑みや小鉢など2つ作れる

目黒線　 西小山駅

田園都市線　 二子新地駅

菓子処 おかふじ

■ 044-733-0813
■ 武蔵小杉駅 徒歩8分
■ 営業/9：00～19：30
■ 定休日/火曜
■ 川崎市中原区今井南町428

新商品や工夫を凝らした和
菓子作りに挑戦している当
店で、秋になると登場する
のが柿をかたどった「みの
り」。その見た目から秋を感
じさせてくれる。かわさき
名産品の「じゃがばた万頭」
もお見逃しなく。

お買い上げ合計金額から10％引き
（自家製品に限る）。本誌1部につき
1グループ全員。

お菓子屋

ロジール

■ 03-6451-3505
■ 旗の台駅 徒歩3分
■ 営業/10：00～18：30
■ 定休日/日曜（不定休あり）
■ 品川区旗の台2-1-15
　 鷹取ビル1F右

旬の素材を使った期間限定商
品など、常に新しいアイデアを
取り入れた商品が並び、特にパ
イ菓子が人気。この秋の新商品
「スイートポテトパイ」も、シン
プルな製法により素材の持ち
味を大切にしている。

500円以上お買い上げの方に
焼き菓子をプレゼント。
本誌1部につき1グループ全員。

11月末まで販売される
柿あんが入った
「みのり」1個160円

11月上旬までの季節限定商品
「ポティロン」380円。濃厚なかぼちゃ
プリンの上にシャンティクリームをの
せている。

スイートポテトフィリング
をサンドして焼き上げた
「スイートポテトパイ」1個
280円。11月上旬までの
季節限定商品。

北海道産の男爵芋を使った
「じゃがばた万頭」1個130円

東横線/目黒線　 武蔵小杉駅

大井町線/池上線　 旗の台駅

秋になると庭園で
紅葉も楽しめる

国宝　紫式部日記絵巻　五島本第一段
鎌倉時代・13世紀　五島美術館蔵

線
東急
沿

野毛大道芸2013オータムフェスティバル
みなとみらい

■日程/10月5日（土）･6日（日） 11:00～16:00 小雨決行
■場所/野毛地区一帯（みなとみらい駅 徒歩10分）
■お問い合わせ/045-262-1234 野毛大道芸実行委員会事務局

地区内の道路を閉鎖して開催される大道芸。この秋は
10ステージに30組が出演。パントマイムやジャグリン
グなど、観客を巻き込んでのパフォーマンスは見もの。

駅西口のブレーメン通りでは、ブレーメンバンドやそ
の他バンドによるコンサート、ふれあいテント村に加
え福島物産展も。シンボルマークのキャッチコピーは
「地域とのふれあい（愛）」「家族との愛」「地球への愛」。

第9回 ブレーメン・フライマルクト
元住吉

■日程/10月6日（日） 12:00～17:00 雨天中止
■場所/ブレーメン通り街区、元住吉駅コンコース（元住吉駅周辺）
■お問い合わせ/044-422-3626 ブレーメン･フライマルクト実行委員会事務局

駅の東に広がるオズ通り商店街側のお祭り。“こっ
ちゃこ！東北×オズ”つなぐ・つなげる・つながる、を
テーマに、東北被災地支援やサンバ、エイサー、御神
輿（おみこし）パレードなど盛りだくさん。

第11回 オズ･フェスタ

■日程/10月6日（日） 12:00～17:00 雨天中止
■場所/オズ通り街区、元住吉駅コンコース（元住吉駅周辺）
■お問い合わせ/044-411-5303 モトスミ･オズ通り商店街振興組合事務局

各国･各地の食や物産が並ぶ楽市楽座、昔ながらの遊び
や猿まわし、時空を超えた音楽や踊りなど、創意工夫を
凝らしたイベントが盛りだくさんの“代官山の文化祭”。

代官山

■日程/10月13日（日）･14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 代官山フェスティバル実行委員会事務局

自由が丘最大のお祭りとして、駅前特設ステージに
は、毎年さまざまなアーティストや著名人が登場。
今年50周年を迎える商店街のワゴンセールも、ぜ
ひチェックしてみよう！

第41回 自由が丘女神まつり
自由が丘

■日程/10月13日（日）･14日（月・祝） ステージイベントは12:30～20:30
■場所/自由が丘駅周辺（自由が丘駅周辺）
■お問い合わせ/03-3717-4541 自由が丘商店街振興組合事務局

地元の自治会・町会を中心として、田園調布地区の商店
会やPTA、NPOなどが集まって、家族で楽しめるイベン
トを企画。商店街で開催されるフリーマーケットも人気。

第6回 田園調布グリーンフェスタ
多摩川

■日程/10月20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（多摩川駅周辺）
■お問い合わせ/03-3721-4261 田園調布特別出張所

松竹キネマの撮影所があった昭和初期から、映画とと
もに歩んできた街・蒲田で、映画祭を開催！会期中は
各所で、関連のイベントも。この秋、蒲田は“キネマの
天地”になる！

第1回 蒲田映画祭 シネマパラダイス蒲田
蒲田

■日程/10月10日（木）～20日（日）
■場所/10日～13日：大田区民ホール・アプリコ小ホール、
　18日～20日：大田区産業プラザ、蒲田地区各所予定（蒲田駅周辺）
■お問い合わせ/03-3734-0202 大田観光協会内蒲田映画祭事務局
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特 集

観る 触れる

食べる

香り聴く

展示室は2部屋で構成され、館内を
一巡する平均鑑賞時間は約50分

Bunkamura
ザ・ミュージアム

■ 03-5777-8600（ハローダイヤルによる展覧会のご案内 8：00～22：00）
■ 渋谷駅 徒歩5分
■ 開館/10：00～19：00（入館は18：30まで）、
　 金曜・土曜は21：00まで（入館は20：30まで）
■ 休館日/展覧会開催期間中無休
■ 入館料/企画により異なる　　　　
■ 渋谷区道玄坂2-24-1

「レオナール・フジタ ― ポーラ美術館コレクションを中心に」
10月14日（月・祝）まで開催中、一般1,300円、高・大学生900円、小・中学生600円
詳細はホームページをご覧ください http://www.bunkamura.co.jp/museum/

展示
情報

■ 03-5777-8600（ハローダイヤルによる展覧会のご案内 8：00～22：00）
■ 上野毛駅 徒歩5分
■ 開館/10：00～17：00（入館は16:30まで）
■ 休館日/月曜（祝日の場合は翌日）
■ 入館料/企画により異なる
■ 世田谷区上野毛3-9-25

「秋の優品展―禅宗の美―」10月20日（日）まで開催中、一般1,000円、高・大学生
700円、中学生以下無料/特別展示予定：国宝「紫式部日記絵巻」10月12日（土）～
20日（日） 詳細はホームページをご覧ください  http://www.gotoh-museum.or.jp/

展示
情報

体験
教室

1日体験（1回）3,500円※1作品代込み/
サイズ規定有、前日までに要予約。

器器器（ききき）

■ 03-5721-8330
■ 西小山駅 徒歩3分
■ 営業/11：00～18：00、教室/11：00～13：00、
　 14：00～16：00（水曜・土曜は18：30～20：30も開講）
■ 定休日/月曜・火曜（火曜は店舗のみ営業）
■ 目黒区原町1-10-9

陶芸教室

二子土丸

■ 044-829-2515
■ 二子新地駅 徒歩1分
■ 開講/10：00～13：00、14：00～17：00
　 （木曜のみ18：00～21：00も開講）
■ 休講日/月曜・金曜
■ 川崎市高津区二子2-2-6 山口ビル1F

体験
教室

通常体験コース（約2時間）3,500円※作品代込み
まるごと体験コース（約2時間×4回）10,500円※作品代込み、通常体験
コースに加え、「削り」と「釉薬がけ」も体験できる、二子新地教室のみ。

さる  がく まつり

特典をご利用の際は、店舗で本誌「HOTほっとTOKYU」10月号をご提示ください。
特典実施期間は2013年10月31日まで。他サービスとの併用不可。特 典

入館料を100円引。本誌1部につき1名さままで。
特典は10月20日まで有効。特 典

特 典

特 典

店舗で使える特典も付いています。

食べる

観る
聴く

ひ
と
足
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く

東
急
線
沿
線
で

秋
を
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う

特 集

香る

触れる

●池上線
　10月12日（土）池上本門寺「お会式」開催に伴う増発運転
●「みど＊リンク」アクション2014
　 支援団体を募集します
●東急バス
　DVD「車両基地 東急バス」発売中！

ゆうやく

「シューベルトの鱒（ます）」10月9日（水）14:00開演、全席指定
2,500円
http://www.philiahall.com/

公演
情報 公演情報はホームページでご確認の上お出掛けください
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■東急イベントニュース
Tokyu Event News

■ショッピングセンター情報
Shopping Information

a東急電鉄からのお知らせ
Tokyu Lines Information

･･････････････････････････････････ 武蔵小杉東急スクエア

秋のグルメWonderland
24店舗の飲食・カフェ店舗が、 秋の味覚を
使った期間限定メニューを展開します。また、
9月28日（土）〜30日（月）には、4階レストラ
ンフロアに巨大ガチャポンが登場。3,000円
以上（税込み）ご飲食されたレシートをお持ち
になると参加できます。
◆期間／〜9月30日（月）

HAPPYハロウィーン
10月、館内はハロウィーン装飾で彩られます。

◆お問い合わせ／044-722-6109　武蔵小杉東急スクエア
　http://www.kosugi-square.com/

･･･････････････････････････････････ 二子玉川ライズ S.C.
オータムグルメ	トリプルラリー
期間中、二子玉川ライズ S.C.の飲食店を500円以上のご利用
で、シールを1枚差し上げます。異なる3店舗分のシールを集
めてトリプルラリーカードに貼付すると、そのカードが次回から
1,000円分のお食事券としてご利用いただけます。
◆期間／〜10月16日（水）
◆対象店舗／ 二子玉川ライズ S.C.のレストラン＆カフェ（マクドナル

ドを除く）、二子玉川 東急フードショー内「つきじ鈴富 
すし富」「鯛めし八十八商店」「オカッテ」「家で食べる
スープストックトーキョー」の各イートイン

◆お問い合わせ／03-3709-9109
　二子玉川ライズ S.C.　インフォメーションセンター
　http://sc.rise.sc/

目黒区の商店街を歩いて楽しもう♪
のんびり散歩2013
　目黒区内の特徴ある商店街
を、 のんびり歩いて楽しむウ
オーキングイベントを開催しま
す。 商店街のおいしい逸品の
試食や記念品など、さまざまな
特典を用意しています。
◆開催日時　 10月26日（土） 11：00〜15：00（雨天決行）
◆コ ー ス（全4コース）
　　　　中 目 黒 商 店 街 ⇒ 祐 天 寺 商 店 街 ⇒ 学芸大学商店街
　　　　学芸大学商店街 ⇒ 祐 天 寺 商 店 街 ⇒ 中 目 黒 商 店 街
　　　　都立大学商店街 ⇒ 自由が丘商店街 ⇒ 大岡山北本商店街 ⇒洗足商店街
　　　　 洗足商店街 ⇒ 大岡山北本商店街 ⇒ 自由が丘商店街 ⇒都立大学商店街
◆募集人数　各コース先着1,000人（計4,000人）
◆応募方法　 東急沿線情報サイト『とくらく』の専用応募サイト、

または往復はがきでご応募ください。
◆募集期間　 9月20日（金）〜10月18日（金）※定員になり次第締め切り

◆参 加 費　無料（交通費・飲食代などは各自でご負担ください）
◆お問い合わせ　のんびり散歩2013事務局
　　　　　　　　A045-285-1090（平日10：00〜17：00）

　応募方法など詳細は、東急沿線情報サイト『とくらく』
ホームページをご覧ください。
　http://www.tokyuensen.com/

しながわの商店街・東急沿線いいもの巡り
お宝発見 つまみ食いウオーク
　毎年ご好評をいただいている

「つまみ食いウオーク」。 沿線
の街と商店街を歩きながら、お
店で名物やおすすめ品を「つま
み食い」しながら歩く、ユニーク
で楽しいイベントです。
◆開催日時　11月9日（土）11:00〜15:00　受付時間　11:00〜12:00
◆コ ー ス　①荏原中延→中延→荏原町→旗の台→荏原中延
　　　　　　②戸越銀座→戸越公園
◆募集人数　各コース先着1,500人（計3,000人）
◆応募方法　 東急沿線情報サイト『とくらく』の専用応募サイト、

または往復はがきでご応募ください。
◆募集期間　 10月15日（火）〜　※定員になり次第締め切り
◆参 加 費　無料（交通費・飲食代などは各自でご負担ください）
◆お問い合わせ　しながわつまみ食いウオーク 事務局
　　　　　　A045-904-6319 
　　　　　　〈10月15日（火）以降の平日10:00〜17:00〉

　応募方法など詳細は、東急沿線情報サイト『とくらく』
ホームページをご覧ください。
　http://www.tokyuensen.com/

c東急バスからのお知らせ
Tokyu Bus Information

第99回  「寒くなる季節にむけての感染対策」
　冬は、インフルエンザ、ノロウイルスによる感染性腸炎が流
行します。予防のためのインフルエンザワクチン接種、手洗い
の勧め、ノロウイルスを伝播させないための吐物処理の方法を
中心にお話しします。
◆講師／感染管理認定看護師　立見竹代
◆日時／10月24日（木）15:00〜16:30（開場14:30）
◆場所／東急病院　5階会議室
◆定員／54名（応募者多数の場合は抽選、参加費無料）
◆申込方法／ 往復ハガキまたはFAXで、①開催日 ②郵便番号・住所 

③氏名 ④電話番号 ⑤FAX番号を明記のうえ、10月5日
（土）まで（消印有効）に下記宛先にお送りください。

◆宛先・お問い合わせ／
　〒145-0062 大田区北千束3-27-2 東急病院 医療連携室
　A03-3717-7867　月〜金 8:45〜17:00（祝日、年末年始などを除く）
　B03-3717-4138　http://www.tokyu-hospital.jp/

■東急病院公開講座のお知らせ
Tokyu Hospital Information

C東急多摩川線・池上線
夏季臨時ダイヤが終了します
　東急多摩川線と池上線
は、9月27日（金）まで夏
季臨時ダイヤを実施してお
りますが、9月30日（月）
からは通常ダイヤで運行し
ます。

C池上線
10月12日（土）池上本門寺 

「お会式」開催に伴う増発運転
　10月11日（金）〜13日

（日）、 池上本門寺では「お
会式」が開催されます。池
上線では、12日（土）の18
時から行われる万灯練供養
に合わせて、16時 台から
23時台は臨時ダイヤで運転します。
■10月12日（土）16時以降の運転本数 （池上駅を基準とします）

時間帯
上り（五反田方面） 下り（蒲田方面）

運転本数 運転間隔 運転本数 運転間隔

16:00〜18:00 21 5〜7分 23 4〜7分

18:00〜20:00 24 5分 24 5分

20:00〜22:00 22 3〜6分 21 5〜6分

22:00〜24:00 19 4〜12分 17 6〜10分

■池上本門寺「お会式」の概要
　・開催日　 10月11日（金）〜13日（日） 

※万灯練供養は12日（土）18時ごろ〜
　・場　所　池上本門寺
　・最寄り　池上駅（徒歩10分）

C池上線・東急多摩川線
「おおた商い(AKINAI)観光展2013」
に出展します
　多彩な大田区の魅力を丸ごと体感できるイベントです。
東急電鉄のブースではパンフレットの配布やパネル展
示を予定しています。
■日　　　時　 10月19日（土）･20日（日）10:00〜17:00 

（20日は〜16:00）
■場　　　所　大田区産業プラザPiO（蒲田駅　徒歩13分）
■イベント内容
「東京大田汐焼きそば」など大田区内のグルメや羽田空港と結ばれ
る日本の各都市や世界の国々から届いた自慢の名産品店のほか、
伝統工芸、パネル展示、郷土芸能、国際色豊かなステージ　など

■お問い合わせ　03-3733-6477　（公財）大田区産業振興協会

　詳細は、「おおた商い（AKINAI）観光展2013」ホー
ムページをご覧ください。
http://www.pio-ota.jp/a-fair/2013/

世田谷線沿線イベント2013
　今年の秋も世田谷線沿線の駅前商店街を中心にイベ
ントが開催されます。期間中はイベントキャラクターを
車体にラッピングした世田谷線イベント号が走ります。
また、沿線11校の小学生が描いた各イベントの絵画を
車内に掲出します。地域色あふれるイベントへ、ぜひお
出掛けください。
◆あきさみよ豪徳寺沖縄祭り
開催日　10月13日（日）・14日（月・祝）
場　所　豪徳寺たまにゃん通り商店街全域
内　容　 ミニ物産展、琉舞（エイサー踊り、サンシン）、

フリーマーケット、オープンカフェ
最寄り　山下駅

◆第10回せたがや未来博
開催日　10月19日（土）・20日（日）
場　所　 世田谷区民会館、世田谷区役所中庭
内　容　 楽しいイベント、おいしい食べ物が盛りだ

くさん
最寄り　松陰神社前駅、世田谷駅

◆世田谷アートタウン2013　『三茶de大道芸』
開催日　10月19日（土）・20日（日）
場　所　 三軒茶屋駅周辺、キャロットタワー、近隣

商店街など
内　容　 大道芸、アート楽市、各商店街の催し（模

擬店など）、似顔絵コーナー
最寄り　三軒茶屋駅

◆お問い合わせ　 世田谷線沿線イベント2013事務局 NPO法人まちこらぼ 
A03-5426-3737（月〜金 10:00〜17:00） 
http://machicollabo.net/

写真：Waits

読　者	
プレゼント

「2014東急電車カレンダー」
10月1日（火）から販売開始

今年も東急電車カレンダーを発
売します。東急電車のさまざまな
姿を、四季の彩り豊かな沿線風
景とともにお楽しみください。カ
レンダーの最後のページには、
ペーパークラフトがついています
ので、作って、飾って、楽しめます。
◆発 売 日　10月1日（火）〜
◆サ イ ズ　B3 壁掛けタイプ
◆販売価格　1,000円（税込み）
◆販売部数　22,000部
◆販売場所　 東急線各駅の窓口 

（ こどもの国線恩田駅･こども
の国駅を除く。世田谷線は三軒茶屋駅･上町駅･下
高井戸駅のみ） 
TOKYU STYLE（通信販売）　http://style.tokyu.com/ 
※別途送料がかかります。

※売り切れ次第終了します。お早めにお求めください。

2014東急電車カレンダーを
抽選で5名さまにプレゼント!

※�応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。なお、当選者の発表は、賞品の
発送をもってかえさせていただきます。
※�皆さまのご意見などは、今後の紙面づくりに役立てさせていただきます。個別の回
答はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。
※�ご記入いただいた個人情報は、賞品の発送および個人が特定できない統計資料の作
成にのみ使用させていただくものとし、情報の第三者提供などは一切いたしません。

締め切り　10 月19 日（土）（当日消印有効）
〒150-8533 渋谷区桜丘町31-2 東急桜丘町ビル 4F
東京急行電鉄株式会社『HOTほっとTOKYU』編集係

通常はがきに、1今月号の『HOTほっとTOKYU』のなかで関心・興
味のあった記事を1つ、ご意見・ご感想 2郵便番号・住所 3氏名 4
年齢 5電話番号 6職業 7ご自宅の最寄り駅 を明記のうえ、下記宛
先までお送りください。皆さまのご応募をお待ちしています。

「みど＊リンク」アクション2014
支援団体を募集します
　「みど＊リンク」アクションは、公募
によって寄せられた企画に当社が支
援を行うことで、「みどり」をきっかけとしたまちづ
くり・コミュニティづくりを応援する活動です。「み
どり」の取り組みが「リンク（つながり）」し、ますます

“豊かで元気あふれる街”になり、未来につながっ
ていくことを地域の皆さまと共に目指します。
◆応募の流れ

①企画を考える
東急線沿線のまちづくり・コミュニティづくりにつながる取
り組みで、応募者および地域住民が主体となって行う企画。
②応募する
・応募期間　10月1日（火）〜12月31日（火）まで
・ 応募資格　 商店街、自治会、学校、NPO法人など、東急

線沿線での活動が継続可能なグループ
・当選発表　2014年3月上旬ごろ
③企画の実施
・ 支援内容　1団体につき年間10万〜100万円※の支援を行います。
※原則、物品での支援となります。

・個人ではご応募いただけません。　・採用された企画は、当社の広報
媒体に掲載するなど、広く情報公開させていただきます。
◆2012・2013年度の実績例

◆お問い合わせ　東急お客さまセンター
　応募方法や審査基準など詳細は、「みど＊リンク」
アクションホームページをご覧ください。
　http://www.mido-link.com/

『大岡山駅前「みんなの庭」づくり』
場所：大岡山駅�駅前広場�
2012年6月実施

『持続可能な社会の担い手づくり』
場所：洗足池水生植物園

2013年6月実施

昨年の様子

昨年の様子

DVD「車両基地 東急バス」発売中！
　9月18日、東急バスの日々の安全運行
を支える営業所と整備工場の昼夜の姿に
スポットをあてたDVD「車両基地 東急
バス」が発売されました。一般の方が立
ち入ることができない場所の映像も交
え、東急バスの正確で安全な運行への
取り組みなどを収録しています。
■価　　格　3,500円（税込み）
■販売場所　 ①9/21「バスの日イベント　バスまつり2013 in晴海」 

　東急バスブース（晴海客船ターミナル） 
②10/5「バスフェスタ2013」東急バスブース 
　（代々木公園） 
③CDショップ各店 
　※お取り扱いについては各店舗にお問い合わせください。 
※東急バス各営業所および案内所では販売いたしません。

　詳細は、「車両基地　東急バス」特設サイトをご覧ください。
http://www.universal-music.co.jp/tokyu-bus/

ベビーカー、車いすなどを
ご利用のお客さまへ

お客さまへのお願い

駅構内で止まるときは、必
ずブレーキ･ストッパーを
おかけください。また、駅
ホームでお待ちいただく際
は、線路に対して平行にな
るようお止めください。

線路と
平行に

ブレーキ・
ストッパーを
かける

《第3回 コスギフェスタ2013》
10月27日（日）には、地元のイベント「第3回 コスギフェスタ2013」が開催され、
ステージイベントや参加型イベントでハロウィーンを盛り上げます。
◆日時／ 10月27日（日）10:00〜16:00
◆場所／武蔵小杉駅南口駅前広場予定地
◆お問い合わせ：044-433-9180　NPO法人小杉駅周辺エリアマネジメント
http://musashikosugi.or.jp/

あ か
あ お
みどり
オレンジ

東急�9000系レリーフ
ペーパークラフトつき

※本誌は再生紙を使用しています

【お断り】本誌に掲載されている施設･店舗･イベントの内容
などは、予告なく変更される場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

電車は事故防止のため、急停車することがあります。お立ちのお客さまは、つり革・手すりにおつかまりください。 オフピーク通勤にご協力ください
■通勤の混雑は、朝8時台にピークを迎えます

田園都市線の朝ラッシュ時の最混雑車両は5号車と8号車です。 特定の車両への集中乗車により、遅延が生じることがございますので、なるべく
他の車両にご乗車いただきますようご協力をお願いします。
駅ごとの車両位置は、東急電鉄ホームページの「鉄道情報」を ご覧ください。http://www.tokyu.co.jp/

田園都市線
分散乗車のお願い


