協賛いただいた皆様

南大沢駅前
インフォメーション

2020 年 10 月号 Vol.3
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南大沢駅前通りイベント

近隣商業施設のイベント

1 木

南大沢駅前通りでは、楽しいイベントがいっぱいです。

2 金
3 土

ミニエキスプレス

4 日

ミニエキスプレス

5 月
6 火
東京都立大学

7 水

三井アウトレットパーク レディスDAY

8 木

イトーヨーカ堂ハッピーデー
映画「望み」
「星の子」公開

9 金

fab 南大沢
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10 土

ミニエキスプレス

11 日

ミニエキスプレス

12 月
13 火

三井アウトレットパーク レディスDAY

14 水
15 木
16 金

イトーヨーカ堂シニアナナコデー
(C) 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

南大沢駅前通り

17 土 アースデー

ミニエキスプレス

18 日 アースデー

ミニエキスプレス

映画「劇場版「鬼滅の刃」
無限列車編」公開
イトーヨーカ堂ハッピーデー

19 月
20 火

京王線 南大沢駅

21 水

三井アウトレットパーク レディスDAY

22 木

三井アウトレットパーク
20 周年感謝祭 23 日〜 11/8

23 金

映画「きみの瞳が問いかけている」公開

パオレビル
プラザＡ

美容室ヘアリゾートジャン
0120-76-1577

極上スパ

パオレビル４F
フレンテ

24 土

ミニエキスプレス

25 日

ハロウィンパレード
ミニエキスプレス

イトーヨーカ堂シニアナナコデー

26 月
27 火

年中無休

三井アウトレットパーク レディスDAY
イトーヨーカ堂ハッピーデー

28 水

ヘアリゾートジャン

29 木
30 金

株式会社多摩ニュータウン開発センター駐車場のご案内

サザンウインズ南大沢

31 土

第 1 駐車場
（パオレビル駐車場）
（平日）

八王子市南大沢 2-2
（パオレビル 1 〜 3 階部分）

土日祝祭日には、最大料金はありません。

三井アウトレットパーク多摩南大沢
3,000 円以上のお買い上げで 3 時間無料
2,000 円以上のお買い上げで 2 時間無料

10 月 11 日（日）
▶20 日（火）

TOHO シネマズ南大沢
映画ご鑑賞で 3 時間無料

年中無休・24 時間営業

収容台数：274 台

新宿駅

東京駅

三鷹駅

立川駅

八王子駅

第 2 駐車場

JR中央線

〜 11/3

全国地域
安全運動

平日は 1 日最大料金 700 円。

南大沢駅へのアクセス

映画「映画プリキュアミラクルリープ
みんなとの不思議な１日 」公開

駅前献血会 11:30~16:00
はちおうじみんなのオータムマルシェ

令和 2 年

120 円 / 30 分

（土日祝祭日） 120 円 / 30 分

フォレストモール南大沢

（C）2020 映画プリキュアミラクルリープ製作委員会

主催：警視庁、（公財）東京防犯協会連合会

八王子市南大沢 2-28-3
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（全日）入庫から60分 240 円
以後 30 分毎に 120 円

後援：特別区長会、東京都市長会、東京都町村会
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JR横浜線
多摩都市モノレール

イトーヨーカドー

京王本線

調布駅

京王
多摩センター駅

南大沢駅

橋本駅

京王相模原線

お買い上げで 1 時間無料
2,000 円以上のお買い上げで 3 時間無料
JR山手線

年中無休 9:30 〜 22:00

収容台数：741 台

京王線新宿駅から特急で34分
企画・編集・発行

株式会社多摩ニュータウン開発センター

後援

1・2・3 日

はちおうじみんなのオータムマルシェ

5日

南大沢クリーンデー

特殊詐欺にご用心
「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」などの「特殊詐欺」の被害が後を絶
たないどころか、年々増え続けています。しかも被害者の 90％以上は
「自分だけは被害にあわない」と考えていました。

「望み」

10 月 9 日（金）公開

一級建築士の石川一登とフリー校正者の妻・

■防災用品特集
南大沢店では防災用品コーナーを拡充しました。

のぼるそうです。特に多いのは、「架空料金請求

非常食から防災用品また日用品まで品揃えを行ております。

詐欺」で全体の１/３を超えています。

貴代美は、一登がデザインを手掛けた邸宅
で、高一の息子・規士と中三の娘・雅と共
に幸せに暮らしていた。規士は怪我でサッ

「架空料金請求詐欺」とは、

カー部を辞めて以来遊び仲間が増え、無断
外泊が多くなっていた。高校受験を控えた

ある日突然、身に覚えのない料金未払いの連絡が電話やメールで届き、

雅は、一流校合格を目指し、毎日塾通いに

コンビニで電子マネーを購入するよう誘導されて被害にあうというも

励んでいた。冬休みのある晩、規士は家を

のです。
「自分だけは大丈夫」と思っている人でも、一度犯人と接触し

出たきり帰らず、連絡すら途絶えてしまう。
（C）2020「望み」製作委員会

翌日、一登と貴代美が警察に通報すべきか

てしまうと言葉巧みにだまされてしまいます。

心配していると、同級生が殺害されたとい

一番の防衛策は「犯人と接触しない」ことで、そのポイントは、

うニュースが流れる。警察の調べによると、規士が事件へ関与している可能性が高いという。さ

◎すぐに電話に出ず、留守番電話のメッセージを聞いて折り返す習慣

らには、もう一人殺されているという噂が広がる。

をつける。

父、母、妹―それぞれの＜望み＞が交錯する。

◎知らない人からのメールは無視し、絶対に返信しないこと。

「星の子」

10 月 9 日（金）公開

南大沢警察署によると、今年は、8 月までに管
内で 28 件発生しており、被害額は 5100 万円に

◎日頃から家族や身近な人と詐欺について話し

大好きなお父さんとお母さんから愛情たっぷ

合い、合言葉を決

めておく。

りに育てられたちひろだが、その両親は、病

◎少しでも怪しいと思ったら、すぐに電話を切り、

弱だった幼少期のちひろを治した “あやしい
宗教” を深く信じていた。中学 3 年になった

110 番へ通報する。

ちひろは、一目惚れしてしまった新任のイケ
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メン先生に、夜の公園で奇妙な儀式をする両
親を見られてしまう。そして、彼女の心を大
きく揺さぶる事件が起きるー。
(C)2020「星の子」製作委員会

10 月 16 日（金）公開

南大沢警察署

「劇場版「鬼滅の刃」無限列車編」

蝶屋敷での修業を終えた炭治郎たち

042-653-0110

レトルト、缶詰、
ラーメン、乾パン、菓子類

は、次なる任務の地、
《無限列車》に
到着する。そこでは、短期間のうち
に四十人以上もの人が行方不明に
なっているという。禰豆子を連れた
炭治郎と善逸、伊之助の一行は、鬼
殺隊最強の剣士である《柱》のひとり、
炎柱の煉獄杏寿郎と合流し、闇を往
く《無限列車》の中で、鬼と立ち向

(C) 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

かうのだった。

10 月 23 日（金）公開 「きみの瞳が問いかけている」

南大沢駅前通りの横断幕
それって、何？？

目は不自由だが明るく愛くるしい明香里（吉高由里
子）と、罪を犯しキックボクサーとしての未来を絶
たれた塁（横浜流星）
。小さな勘違いから出会った
2 人は惹かれあい、ささやかながらも掛け替えのな
い幸せを手にした――かに見えた。

除 菌 対 策

ある日、明香里は、誰にも言わずにいた秘密を塁に
明かす。彼女は自らが運転していた車の事故で両親
を亡くし、
自身も視力を失っていたのだ。以来、
ずっ
（C）2020「きみの瞳が問いかけている」製作委員会
（C）2020 Gaga Corporation / AMUSE,Inc. /
Lawson Entertainment,Inc.

と自分を責めてきたと言う明香里。だが、彼女の告
白を聞いた塁は、彼だけが知るあまりに残酷な運命
の因果に気付いてしまっていた――。

10 月 31 日（土）公開

「映画プリキュアミラクルリープ
みんなとの不思議な１日」

今日は楽しい土曜日♪のどかは、ちゆとひなたと
宿題をしたあとにお花見！のはずだったんだけ
ど・・・。
そこへ突然、謎の敵・リフレインに追われて困っ
ている精霊ミラクルンがあらわれた！その姿をみ
て、のどかは『ミラクルンを助けたい！』と強く
決意する。

蓄電池・耐震用品・懐中電灯

手強いリフレインに悪戦苦闘している時、
「スター

高尾山が日本遺産に認定？

調べたところ、
「日本遺産（Japan Heritage）」とは、地域の歴史的な魅力や特色
を通じてわが国の文化・伝統を語る「ストーリー」を文化庁が認
定するものです。
これまでは、個々の文化財や文化遺産の保存がメインでしたが、
それだけでは地域の魅力が十分に伝わりません。「日本遺産」は、
地域に点在する有形無形の文化財をパッケージしたストーリーを
PR していくことで、地域の活性化を図るものです。2015 年から
始まり、これまでに 104 件認定されています。ちなみに、群馬県
の「かかあ天下」も「日本遺産」に認定されています。（日本遺
産公式 HP 参照）
では、八王子市「霊気満山 高尾山〜人々の祈りが紡ぐ桑都物語」
（都内初認定）とはどんなストーリーなのでしょう？
絹産業を基盤として発展し、
「桑都」（そうと）と呼ばれた八王子。
桑都の物語は、戦国時代に関東を治めた北条氏の名将 北条氏照
が八王子に居城を築いたことから始まり、霊山・高尾山への人々
の祈りが、この地に育まれた豊かな文化を未来へと紡いでいく物
語なのです。ストーリーを構成する文化財群などの詳細は八王子
市の公式 HP をご覧ください。

☆トゥインクルプリキュア」と「ＨＵＧっと！プ

■１F サービスカウンター前に設置しております。

リキュア」のみんなも駆けつけてくれて、なんと
かピンチを脱出！と思ったのに、時間が戻されて
しまい〈今日〉がまたはじまっちゃった！？

（C）2020 映画プリキュアミラクルリープ製作委員会

どうやら全てのカギを握っているのは、ミラクルンが生み出すミラクルンライト！？
ミラクルンを助けるため！そして〈明日〉へ行くために、13 人のプリキュアが立ち上がる！！

「いざ」
、
という時の為に備えあれば安心！
！
事前のご準備に是非当店をご利用下さい。
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霊気満山

検索

