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知らな
きゃ損！

「地元消費」を呼びかけよう！

深谷で買うとイイコトあるね♪

「美味しい」も 「楽しい」も 「便利」も

知らなきゃ損！ くらし役立ちサービス40は、

“家族・家庭を大切にしたい” “キレイでいたい”
“健康でいたい” “学びたい・体験したい”

“愛車を大事にしたい”にむけた5つのカテゴリーを設け、

各お店の自慢のサービスを紹介しています。

あなたが求める、サービスがきっと見つかります！
より充実したくらしの一助として

「知らなきゃ損！ くらし役立ちサービス40」をご活用ください。

「知らなきゃ損！ くらし役立ちサービス40」掲載

のお店で配布される応募券（各店先着20名）

に、必要事項を記入し、12月31日までにご応

募いただくと、抽選で100名様に深谷市地域

通貨ネギーを3,000ネギー分プレゼント！

この機会に、ぜひ掲載店舗をご利用ください！

※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。 ※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。

深谷市地域通貨ネギープレゼント！

深谷市イメージキャラクター

深谷市の偉人渋沢栄一
深谷市の偉人渋沢栄一

令和4年　伴走型小規模事業者支援推進事業くらし役立ち　サービス あなたの“欲しい”が、きっと見つかる！

知らな
 きゃ損！

40

お墓掃除の元春

048-594-8124 1台
深谷市上野台176-1A9：00～19：00不定休

お客様の墓所清掃を致します。寺社様への確認、打ち合わせ、墓所敷

地内の雑草の除去、高圧洗浄機での墓石掃除、掃除前後の写真送付

の順に丁寧に行います。打ち合わせは水源や墓石の確

認をして段取りを決めていきます。

https://moto-haru.com

家族・家庭を大切にしたい

お墓掃除代行
25,000～35,000円（税込）

紹介動画
QRコード

お店の特徴：何畳○○円と変動する判りづらい表記

を無くし、最大値から値引きしてお見積致します。
お店からのメッセージ

CHIHARU DOG TRAINING
090-6500-1666 2台
深谷市中瀬703-2

8：00～18：00無

【ドッグスポーツ】・ドッグダンス・ディスクドッグ・フライボール

【家庭犬しつけ】・呼び戻し・お散歩・吠えぐせ・その他お悩み

各40分　　

https://chiharudog.jimdofree.com/

学びたい・体験したい

ドッグスポーツ、家庭犬しつけ5,500円（税込）

お店の特徴：一緒に楽しく学びましょう♪埼玉県で唯

一本格ドッグスポーツを学べるのはここだけ！

お店からのメッセージ

キッズ・イングリッシュ・スクール
048-575-5013 3台
深谷市上野台2344 清水ビル1C
平日 16：00～21：30土曜 13：00～18：30日曜日

英会話を楽しめるプログラムを提供しています。レッスンは少人数制

で海外の先生と直接会話ができる対面式とオンライン式のハイブ

リッド型があります。また、年間でコミュニケーションを

重視したイベントを実施しています。

学びたい・体験したい

英会話

7,700円（税込）～

お店の特徴：県内外で実施されているスピーチコンテ

ストに多くのファイナリストを排出しています。
お店からのメッセージ

彩北進学塾

048-575-3291 4台
深谷市栄町17-2

14：00～22：30日曜日

小学1年生～小学6年生を対象とした英会話コースです。お子様に最

適な少人数レッスンです。クオリティの高いネイティブ講師と教室の

先生との2人体制。画面の向こうは海外。楽しみながら

質の高いホンモノの英語を学べます。

https://saihoku-juku.com/

学びたい・体験したい

グローバルLIVE英会話
7,700円（税込）

お店の特徴：埼玉県公立高校入試と中間・期末テスト

に強い進学塾。毎日、自習室を利用可。

お店からのメッセージ

そがべピアノ教室  深谷藤沢教室
048-572-3497 5台
深谷市折ノ口831-2

10：00～18：00日・祝日

プラチナ世代のピアノレッスンには指や脳や心などに健康・予防効果

があります。受講生さんに負担を感じさせず“気づいたら上達してい

た”というレッスンを心がけています。初心者さん限定！

お気軽にお問合せください。

https://sgbms-fukaya-piano.com

学びたい・体験したい

60歳からの”脳トレ健康ピアノ”3,300円（税込）～/ 月2回

お店の特徴：入会資格：60歳以上・初心者限定　指を

使って血流増加！“脳トレ健康ピアノ”

お店からのメッセージ

ことぶきアートプロダクション
ご予約はHP内お問合せフォーム
または公式LINE＠616ocahmへ2台

深谷市田谷
10：00～16：00水曜日

ベリーペイントはマタニティペイントとも呼ばるアートで、妊婦さんの

お腹へ肌に優しい絵の具を使い絵を描きます。自分達

らしいマタニティフォトを撮りたい方にオススメです。

ベリーペイントで家族の絆を深めませんか？

https://ekakiya-tanio.com

家族・家庭を大切にしたい

ベリーペイント オリジナルコース 13,200円（税込）

お店の特徴：ボディシールも製作しておりますので来

店が難しい方でもマタニティアートが楽しめます。
お店からのメッセージ

はっぴーオークション

048-577-6667 2台
深谷市上野台514-4

9：00～17：00土・日・祝

【遺品整理・生前整理・終活の片付け等承ります】遺品整理などご実家

の片付けでお困りではないですか？当店では、“片付け＝捨てる”だけ

ではなく、価値ある物をオークションへ出品し片付け

費用軽減のお手伝いをいたします。

https://happy-auc.com

家族・家庭を大切にしたい

思い出の品の整理とオークション出品1,650円（税込）～

お店の特徴：はっぴーオークションでは片付けだけで

はなく同時にオークションへの出品も承れます。
お店からのメッセージ

おそうじ本舗  行田持田店

080-7106-6273 無
深谷市田谷158-4

9：00～18:00不定休

当店では各種ハウスクリーニングメニューを提供させていただいて

おります。エアコンクリーニング、キッチン、浴室クリーニングなど様々

なメニューがございます。メニュー以外にもお困り事あ

れば是非ご相談くださいませ。

http://osoui-gyodamochida.com/

家族・家庭を大切にしたい

浴室配管クリーニング
25,300円（税込）

お店の特徴：定期的な技術講習などにより日々技術

力は磨かれています。

お店からのメッセージ

公文式上野台中央教室

048-575-3168 1台
深谷市上野台252-3

15：00~21：00水・土・日

算数・数学、英語、国語、日本語を学ぶことが出来ます。幼児用から社

会人用まで幅広く揃えています。基本スタイルは「自学

自習」。その為の方法や正解への導き方をサポートして

います。オンライン学習も選べます。

https://www.kumon.ne.jp/enter/search/
classroom/1564610801/index.html

学びたい・体験したい

算数・数学・英語・日本語の１教科
（月会費）

7,150円～（税込）

お店の特徴：個人の能力に「ちょうど」のレベルから

スタート。完全な個人別・能力別学習です。

お店からのメッセージ

スイーツ&点心教室MOGUMOGU
090-7331-8946 3台
深谷市西島町2-17-3

10：30～不定期

スイーツから点心まで幅広くレッスンを行っています。当教室ではス

イーツ27種類、点心は22種類、その他2種類です。最近の人気レッス

ンは、米粉ロールケーキ、エビワンタン、麺から手打ちす

る担々麺、無添加ソーセージです。

https://www.instagram.com/naturalheart2017109/

学びたい・体験したい

安心安全な手作り無添加ソーセージ
レッスン代8,000円(試食、お持ち帰り付)（税込）

お店の特徴：ランチ又は試食付き、美味しくておなか

一杯になると大好評です。

お店からのメッセージ

プラウド

048-594-8666 2台
深谷市宿根1280-2

9：00～18：00水曜日、日曜日
毎日使う水まわりの水漏れや排水詰まりなどのお困りごとはお気軽

にご相談ください。また、おうちの色々なトラブルにも様々なサービ

スを行っております。リモコンの電池交換でも何でも伺

います。

http://proud-total-house.com/

家族・家庭を大切にしたい

水まわりの水漏れ
 5,500円（税込）～

お店の特徴：お家のトラブルで、どこに頼んだら良い

のか迷っている方は是非ご相談ください。

お店からのメッセージ

パソコン教室まならく

048-575-0774 4台
深谷市上柴町東5-15-20  2F予約制 10時頃～19時頃

日・祝日

小学生を対象のプログラミング教室です。パソコンを覚えるというよ

りは、子供の学習能力の向上するための教材としてとても優れていま

す。学校から帰って、ゲームをするのも楽しいですが、実

際にゲームを作ってみませんか？

https://fukayapcschool.jp/

学びたい・体験したい

キッズプログラミング教室6,500円（税込）

お店の特徴：地域一番でプログラミング教室をはじめ

てます。検定も当教室で受験できます。

お店からのメッセージ

インターネット便利屋 深谷店

090-3508-4150 1台
深谷市上柴町東3-5-299：00～21：00なし

当店はパソコンやスマホ等の修理・設定・操作説明・新品中古品購入

などができるお店です。技術力に自信がありますので完全成功報酬制

で、他店で断られたPCでも大歓迎です。なお現在は自

宅営業中ですが近々店舗を出す予定です。

https://www.internetbenriya.com/

学びたい・体験したい

パソコン修理：起動不良の修理14,000円（税込）

お店の特徴：中間マージンが無いため、大手業者の半

値でサポートが出来ます。出張診断料も無料。

お店からのメッセージ

川本山陽堂

048-572-3410 7台
深谷市田谷292-4

平日9:30～19:00土日祭日10:30～18:00 不定休Ｔシャツ、ロンパース、トートバッグ、ポーチ、表札プレートなどにふっか

ちゃんやお子様のお名前・誕生日などを自由に入れることが可能。選

んで贈る幸せや受取る喜びで家族の笑顔が溢れます。

R4年12月より受注開始。

https://kawamoto3410.co.jp/

家族・家庭を大切にしたい

はんこ屋が創るふっかちゃん、
栄一さんギフト 3,300円（税込）～

お店の特徴：文字のデザインが本業。他にない物を注

文頂きあつらえる商売をしております。

お店からのメッセージ

『介護をカラフルに』ケアマーチ
048-577-8821 2台
深谷市上柴町東5-5-21  YS108  111号室9：00～17：00（要相談）

日曜日（要相談）
福祉用具のレンタル・販売・住宅改修を行うお店です。介護される方・

介助者双方の負担を減らし『孫の手・猫の手』を使った様な快適な生

活をサポートさせて頂きます。利用者様に合った福祉用

具を選ぶお手伝いを致します！

care_march@kmh.biglobe.ne.jp

家族・家庭を大切にしたい

車いす（介護保険適用1割負担の片）280円（税込）～

紹介動画
QRコード

お店の特徴：従業員が少ないからこそ出来る価格設

定。一度カタログを見比べて下さいにゃー！

お店からのメッセージ

JUN写真スタジオ

0120-735-558 4台
深谷市稲荷町1-1-20

月木金10:00～19:00土日祝10:00～18:00 火・水曜日いつものお洋服で、お気に入りのおもちゃにはしゃいだり、時には泣

き顔も…かっちりした記念写真というより飾りすぎずナチュラルに撮

影しませんか？バースデーフォトなどにおすすめです。

ワンちゃんのご来店もOKです。

http://www.jun-studio.com

家族・家庭を大切にしたい

カジュアルフォト
22,000円（税込）

お店の特徴：出張撮影も承ります！ニューボーンフォト

（ご自宅へ訪問）七五三・成人式前撮り（ロケーション撮影）
お店からのメッセージ

お問い合わせ　深谷商工会議所　ＴＥＬ 048-571-2145

くらし役立ち
　サービス 40

あなたの“欲しい”が、きっと見つかる！

 「知らなきゃ損！くらしサービス40」は、
“家族・家庭を大切にしたい” “キレイでいたい” 

“健康でいたい” “学びたい・体験したい”
“愛車を大事にしたい”にむけた

5つのカテゴリーを設け、
各お店の自慢のサービスを紹介しています。

 より充実したくらしの一助として、
ぜひご利用ください！

今月号同封の冊
子をチェック！

ぜひご活用くだ
さい。

自然由来の
原料

染色

機織り

反物・
製品へ

自然の色の美しさを、生活の彩りに
　機織りの面白さに魅了され、天然素材を使用した反物や製品を
作成する草木染め手織り工房 志楽。
　染料はもちろん、色の化学変化も自然由来のものにこだわり、
季節に合わせた草木染を行う。素材を煮だして複数回にわたって
染め上げた糸を使用し、一定のリズムで反物を織り上げる時間は、
反物に向き合い、没入できる尊いひと時だと店主は語る。一つの
反物の完成に半年以上かかることもあり、心を込めて作り上げる
全ての反物に強い思い入れと、自信を持って提供している。
　自然のものだけを使用しているからこそ出来上がったものは
人々の生活になじみやすく、永くお使いいただける。併せて作成
しているアクセサリーは日本の伝統文化でありながらも服装を選
ばず身に着けやすいとして人気の商品となっている。

〒366-0832 深谷市高畑７６３－２
TEL 080-5070-0744
業　　種：染織（着物・帯・衣類）業
休　　日：不定休
ＵＲＬ： https://shiraku.cross-

field.com/

★
大寄

●●●

●
●

●●

●

●

大寄郵便局

深谷警察署 深谷中学校

17号バイパス

小山川

福川

フレッセイ
田谷店

セブンイレブン
深谷田谷店

草木染め手織り工房
志楽

大寄公民館

草木染め・手織り製品

草木染め手織り工房　志楽

詳しくはコチラ！

●経営理念
・�自然の素材から出る染料を使用し、生活になじむ反物を作る
・�天然のものだからこそ出る色の変化・面白さを生かした製品を作る
●事業内容
・草木染　・反物の作成　・草木染製品のアクセサリー作成
●当社の強み
・�天然、自然のものを使用した身体と環境にやさしい製品を作り
だせる
・思い描く柄を、自由に表現した反物を作成できる
・�人の手によるものだからこそ、均一になりすぎない、独創性あ
る反物が出来上がる
・�一つひとつ想いを込めた、世界に一つだけの製品を作ることが
できる
●ひと言
　染める段階からお話を伺うことが可能です。イメージを膨らま
せながら一緒に反物を作っていければと思います。草木染に対す
る体験教室も行っています。
　まずはお気軽にご連絡ください。
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