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横浜でお子さんも一緒に楽しむならココ！ 

「横浜フリューリングフェスト２０１４」  
春の訪れを祝うと同時に、開放感を楽しむドイツの春祭り「フリューリングスフェスト」を横浜赤レンガ倉庫で再現！ 

飲食ゾーンには、ドイツビールをはじめとする様々なビールが味わえる３０ｍのビールカウンターが登場！ 

またドイツの春を象徴するシュパーゲル（ホワイトアスパラ）を使ったメニューや、ビールにぴったりのソーセージ、

ドイツのスイーツなども販売されます！またお子様向けのアトラクションも用意されているので、子供から大人まで

本場のドイツの春祭りを楽しめます！ 
 

日時：平成２６年４月２５日（金）～５月６日（火）（雨天の場合中止する場合があります） 

時間：１１：００～２１：３０（アトラクション・グッズ＆カルチャーゾーンは１８：００まで） 

   ※２５日（金）のみ１７：００～２１：００ 

   （アトラクションゾーンは１５：００～１８：００） 

場所：横浜赤レンガ倉庫 

料金：入場無料（飲食代・アトラクションは別途） 

お問い合わせ：０４５－２２７－２００２（赤レンガ倉庫インフォメーション） 

 

 

「湘南祭」 
海と人との共生をテーマに浜辺での遊びや、芸術、そしてスポーツを様々な角度から創造していこうというコンセプトを

持って行われています。サザンビーチちがさきをメイン会場に、ステージ、スポーツなどの部門に分かれ、海

のイメージを取り入れた様々なイベントが行われます。カヤック体験、スキムボードコンテスト、ビーサン飛ばし選手

権などはビーチならでは！「湘南屋台村」では、物販・飲食のお店が５０店舗以上立ち並びます！ 
 

日時：平成２６年４月２６日（土）・２７日（日）（雨天決行） 

時間：１０：００～１６：００ 

場所：サザンビーチちがさき 

料金：入場無料（飲食代は別途） 

お問い合わせ：０４６７－５８－１１１１（茅ヶ崎商工会議所） 

湘南の海で早くも夏気分を味わうならココ！！ 

 

 

ガッツリ食べた～い！そんな肉食系のあなたにはココ！ 

「Food Nations ～肉フェス～」 

日本全国、世界各国の肉料理が集まる、お肉が好きな人にはたまらないフード 

イベントが開催されます！予約がなかなかとれない人気店、普段はなかなか 

行けない高級店をはじめ、世界各国の肉料理が手軽に楽しめるイベントです！

さらにワークショップやステージショーなども充実しており、家族みんなで 

楽しめる内容になっています！期間中の来場者見込みは２０万人と、関東最大級の

食の祭典です。 
 

日時：平成２６年５月２日（金) ～６日（火） 

場所：駒沢オリンピック公園 中央広場 

料金：入場無料（飲食代は別途） 

お問い合わせ：０３－６４１８－５７８６（ＡＡＴJ株式会社） 

今からでも間に合う！ 

ＧＷイベント情報 
今年のゴールデンウィークの予定はお決まりですか？ 

ゴールデンウィーク期間に開催される、無料で行ける 

オススメイベントをご紹介します！ 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

６月１５日（日） 



 

横須賀市 Ｍ様 

以前はアパート暮らしでしたが、家賃がもったいないので

そろそろマンションを購入しようと思っていました。 

そんな中、チラシが投函されていてウイングさんを 

知りました。担当してくれた古谷さんは電話にもすぐ 

出てくれ、対応がとても良かったので、安心してお任せ 

することができました。新しい部屋は広くて、とても 

気に入っています。子供が走れるくらい広いです♪ 

アパートよりも住みやすくて、ウイングさんで中古 

マンションを購入して本当によかったです！ 

 

マンションをご購入頂いたお客様からメッセージを頂きました！ウイングスタッフ一同、これからもお客様に喜ばれる

サービスを提供致します。また、ご協力頂いたＭ様ありがとうございました！ 

営業部２課 

三好 辰紀の場合 
ウイングスタッフのとある休日をご紹介いたします！ 

○月×日 

昨年末の忘年会のビンゴ大会で当たった景品の旅行券を使わしてもらい、高校の
修学旅行以来の北海道に行ってきました！まぁ、２０年前なので何も覚えてなく、
初めて来たのと変わらないので、見るもの全てが新鮮でした！ 
ちなみに北海道の人はちょっとやそっとの雪では傘をさしません！ 
食べ物は美味しく、街は楽しいのでまた来たいと思いながら呑んだくれた２日間でした！ 
実際、飛行機で２時間ばかしなので、皆様も是非行ってみて下さい！ 
だいたいどこのお店に入っても食べ物は美味いです！ 
ただ、大雪や吹雪などの悪天候になると飛行機の便が大混乱になるので、早めに
空港に行く等、余裕を持って行動して下さい！ 
危うく帰れなくなるところだったので・・。お気をつけて！ 

こどもの日こどもの日こどもの日   お祝いレシピお祝いレシピお祝いレシピ   

 【作り方】 
１．耐熱容器にＡを入れ、ラップをかけずに電子レンジ（５００W）で約３０秒加熱し、混ぜて砂糖を溶かす。 

２．ボウルにご飯を入れて１をまわしかけ、うちわで風を当てながらしゃもじで混ぜ合わせる。 

３．２のすし飯を２／３量と１／３量に分け、それぞれを鯉のぼりの形に整え、Ｂでうろこをつくり、 

  Ｃでデコレーションしたら、できあがり！！ 

５月５日はこどもの日。家族みんなでお子様の成長をお祝いしましょう♪♪健やかな成長を願いつつ、お子さんが 

喜ぶ料理をつくってみてはいかがでしょうか？今回は、見た目も可愛らしい、鯉のぼりのお寿司のレシピを 

ご紹介します！！ 

【鯉のぼりのお寿司】 

 

Ａ．★酢・・・・大さじ６ 

  ★砂糖・・大さじ２ 

  ★塩・・・・小さじ１と１／２ 

材料（４人分） 

Ｂ．★マグロ、サーモン、帆立貝・・・各８０g 

   ※それぞれ食べやすく切る 

  ★きゅうり（輪切り）・・・１／３本 

Ｃ．★鮭フレーク、桜でんぶ、焼き海苔、ハム、うずらの卵、きゅうり   

   グリーンアスパラガス（塩茹で）、絹さや（塩茹で） ・・・・各適量 

★炊きたてのご飯・・・３合分 

 

 

 

↑２月某日、横浜で行われた結婚パーティー。末永くお幸せに♪♪ 

 

○月×日 

△曜日 

おかげ様で無事、２度目の入籍を済ませる
ことができました（笑） 
皆様ありがとうございます！ 
これからは２人で力を合わせ 
笑顔溢れる家庭を築いて 
いきたいと思いますので 
今後とも宜しくお願い致します。 

ご報告 スタッフ白井が結婚しました！！ 

↑仲良くケーキカット♪♪ 

スタッフ 白井 幸範 

 ウ
イ
ン
グ
新
聞 



住まいのお悩みレスキュー 

～地震に備えて収納と片付けを考える～ 

【非常用持ち出し袋の準備はできていますか？】 

東日本大震災から３年。多くの人が家の中での防災を意識しています。今回は収納や片付けの観点から地震に備える術を

伝授いたします！また、非常用持ち出し袋の中身をもう一度確認！！併せて大がかりな工事が不要な地震対策アイテムも

ご紹介します！ 

東日本大震災の発生時には被災地以外でも、長期に渡って多くの物質が不足しました。災害に備えて非常用持ち出し袋の
準備をしましょう。非常用持ち出し袋には最小限の避難用品を入れて、走って避難できる重量に抑えることが重要です！ 

●衛星用品・医療品 

コンタクトを使用している人は使い捨てコンタクトや保存洗浄液
など必要です。また、消毒液や常備薬、生理 
用品等も忘れずに入れておきましょう。 

●ペットボトルの水 

５００ミリリットルのペットボトルを２本用意。飲用の他にも 
消毒、洗浄などの用途にも使えるのでジュースやお茶は不可。 
中身を飲んだ後の空のペットボトルは、避難途中の給水にも使えます。 

●簡易食料 

調理せずにすぐに食べられる物を用意。ゼリー飲料などが最適。
高カロリーでコンパクトな（カロリーメイトのような） 
栄養補助食品、チョコレート、飴などの糖分補助の 
できるものも良い。 

●ラジオ＆懐中電灯 

ラジオも懐中電灯も電池の入らない手巻き式で、携帯電話を充電できるタイプの
ものがあると便利！電池式であれば電池を余分に用意して下さい。正確な
災害情報を得るためにはラジオは必須のグッズ。また、避難時が日中とは
限らないので、停電が発生した場合にも使用できる懐中電灯も 
必ず用意して下さい。ＬＥＤ使用のものが長時間使えて大変 
便利です！ラジオと懐中電灯がセットになっているものがオススメ！ 

●マスク 

避難時は煙や粉じんを吸い込む危険性があります。 
避難所でも感染予防のためにマスクは必要。 
５枚～１０枚程度のパックを入れておくと 
安心です。 

●生活用品 

避難所での宿泊用にタオル、石鹸、歯ブラシ
などの他、シャツや下着などの替えを数セット
用意しましょう。ウエットティッシュは
大変重宝します！ 

●貴重品 

カード、通帳、現金、身分証明書は
まとめて枕元に置いて置き、すぐに
持ちだせるようにして
おきましょう。 

●サバイバルシート 

冬季の避難生活では防寒に大変役立ちます。毛布の 
配給などが間に合わない場合に毛布代わりに体温を 
保ってくれます。手のひら大サイズなのでかさばりません！ 

●雨ガッパ 

避難時は両手に物を持たない方が安全です。雨の時は傘など使わずに、 
雨ガッパを使いましょう。冬季には防寒着としても使用できます！ 

最大でも５㎏程度に 
抑えましょう！ 

 

②本棚はぎっしり詰める！ 

 

①軽いモノが上、重いモノが下！ 

 

④寝室は背の高い家具を 
     避けるか、対策を！ 

 

③滑るモノ、食器などは工夫を！ 

 

⑥ガラス扉を避けるか対策を！ 

 

⑤テレビ、冷蔵庫も忘れずに！ 

本棚なら上に軽めの文庫や新書、下に重い

大型本。キッチンなら上に軽い密閉容器や

乾物、下に土鍋や重い缶詰。重い物を下に

入れることで棚自体が安定し、倒れにくく

もなります。 

本棚は中途半端な隙間があるより、ぎっしり

詰まっている方が本が動かず、飛び出して

くる可能性が軽減されます。また本棚と 

天井の間に隙間がある場合、その隙間も 

埋めておくと棚自体が転倒しにくくなります。 

 

就寝時に地震が発生すると家具の下敷きに

なる恐れがあるので、寝室には背の高い家具を

置かないようにしましょう！スペース的に

難しい場合は壁に固定する、天井との間を

つっぱる器具を使う等工夫が必要です。 

案外忘れがちなのがテレビや冷蔵庫等の 

大型家電です。テレビは年々 大型化し、冷蔵庫に

至っては重い、大型、背が高いと危険要素が

沢山です！下敷きになってしまう場合も想定

できるので、家具と同様に倒れないよう 

対策し、配置にも注意が必要です。 

いざ、避難という時にガラスの破片が床に

散乱していたら歩くのも危険です。 

飛散防止用シートをガラス扉に貼りつける

のが得策です！また、これから家具を買う

予定がある場合は、ガラス扉のついた家具を

選ばないとういう手も！ 

インテリアを楽しくしてくれる雑貨などを全て

無くすのは味けないもの。また、頻繁に使う 

食器類をしっかり閉まる扉の中に収納すると

使いにくくなってしまう場合も。飾り用には

棚に固定するジェル、食器用には滑り落ち

にくくするシートなどを貼り工夫を！ 

―地震に備える６つの覚え書き― 

大がかりな工事は不要！ 

～思い立ったらすぐできる！地震対策アイテム～ 

つっぱりタイプ
 

家具と天井の間をつっぱって家具が倒れないように 

支えてくれるアイテム。家具にも天井にも傷がつきにくく

簡単に設置できます。見た目が気になる方には木目柄が

オススメ！家具の色に合せればインテリアにもなじみ

やすいです！ 

壁に留めつけ
るタイプ 

家具にも壁にも穴をあけず、家具を壁に留めつけられる

アイテム。Ｌ字形の粘着シートを貼るだけでＯＫ！金具で

留めつけるものと比べると強度は落ちますが、天井との隙間が

少なく、つっぱりタイプが使えない場合にもこれなら

対応できます！家具と壁に傷がつかない上、 

貼り直すこともできます！スポンジ状の 

ポリウレタンフォームが揺れを吸収し、 

転倒を防いで  

くれます！ 

 

家具の転倒防止は上で留める、つっぱるというだけでなく、

下にアイテムをかませるという方法もあります！ 

こちらのアイテムは、家具の下前面に差し込む形で設置し、

重心を後ろに持ってくることで転倒しにくくなります。 

家具を少し傾けるだけで、楽に取り付ける 

ことができます。より簡易的で、 

インテリアの 

邪魔をしない 

優れモノです！ 

下でかませるタ
イプ 

扉開きを防止
するタイプ 

キャビネットや食器棚の扉開きを防いでくれるのがこの

アイテム!！震災後に東急ハンズのスタッフのアイデアに

よって商品化されたそうで、扉の取っ手にひっかけて、

ひねるだけという、シンプルで非常に分かりやすいです。

両開きの食器棚の扉の２つの取っ手に 

またぐようにひっかけ、ひねることで 

扉が開くのを 

防止します。 

 

 

シールタイ
プ 

テレビや飾っている雑貨などの底面に貼って落下、破損等を

防止するアイテムです。ただ貼ればＯＫ！！失敗しても簡単に剥がす

ことができるので、家電や雑貨等に傷をつけません。洗えば

繰り返し使用できるものが多数なので、部屋の模様替えにも

対応できます！何と言っても底面に貼るため、 

外からみても全くシール面が見えないのが魅力！ 

 

連結するタイ
プ 

背の高い家具やキャビネットは、上下が分かれているものが

あります。そんな背の高い家具には、上下を連結できるアイテムが

オススメ！家具の連結部分をまたぎ、シートを張るだけで 

上部家具のズレ、落下を防止してくれます。

伸縮性のある特殊強化糸を使用し、強い

衝撃にも耐えるよう

作られているので、

ネジなどが使えない

家具にも有効です！ 

 

←人気の木目柄シリーズ 
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おきましょう。 

●サバイバルシート 

冬季の避難生活では防寒に大変役立ちます。毛布の 
配給などが間に合わない場合に毛布代わりに体温を 
保ってくれます。手のひら大サイズなのでかさばりません！ 

●雨ガッパ 

避難時は両手に物を持たない方が安全です。雨の時は傘など使わずに、 
雨ガッパを使いましょう。冬季には防寒着としても使用できます！ 

最大でも５㎏程度に 
抑えましょう！ 

 

②本棚はぎっしり詰める！ 

 

①軽いモノが上、重いモノが下！ 

 

④寝室は背の高い家具を 
     避けるか、対策を！ 

 

③滑るモノ、食器などは工夫を！ 

 

⑥ガラス扉を避けるか対策を！ 

 

⑤テレビ、冷蔵庫も忘れずに！ 

本棚なら上に軽めの文庫や新書、下に重い

大型本。キッチンなら上に軽い密閉容器や

乾物、下に土鍋や重い缶詰。重い物を下に

入れることで棚自体が安定し、倒れにくく

もなります。 

本棚は中途半端な隙間があるより、ぎっしり

詰まっている方が本が動かず、飛び出して

くる可能性が軽減されます。また本棚と 

天井の間に隙間がある場合、その隙間も 

埋めておくと棚自体が転倒しにくくなります。 

 

就寝時に地震が発生すると家具の下敷きに

なる恐れがあるので、寝室には背の高い家具を

置かないようにしましょう！スペース的に

難しい場合は壁に固定する、天井との間を

つっぱる器具を使う等工夫が必要です。 

案外忘れがちなのがテレビや冷蔵庫等の 

大型家電です。テレビは年々 大型化し、冷蔵庫に

至っては重い、大型、背が高いと危険要素が

沢山です！下敷きになってしまう場合も想定

できるので、家具と同様に倒れないよう 

対策し、配置にも注意が必要です。 

いざ、避難という時にガラスの破片が床に

散乱していたら歩くのも危険です。 

飛散防止用シートをガラス扉に貼りつける

のが得策です！また、これから家具を買う

予定がある場合は、ガラス扉のついた家具を

選ばないとういう手も！ 

インテリアを楽しくしてくれる雑貨などを全て

無くすのは味けないもの。また、頻繁に使う 

食器類をしっかり閉まる扉の中に収納すると

使いにくくなってしまう場合も。飾り用には

棚に固定するジェル、食器用には滑り落ち

にくくするシートなどを貼り工夫を！ 

―地震に備える６つの覚え書き― 

大がかりな工事は不要！ 

～思い立ったらすぐできる！地震対策アイテム～ 

つっぱりタイプ
 

家具と天井の間をつっぱって家具が倒れないように 

支えてくれるアイテム。家具にも天井にも傷がつきにくく

簡単に設置できます。見た目が気になる方には木目柄が

オススメ！家具の色に合せればインテリアにもなじみ

やすいです！ 

壁に留めつけ
るタイプ 

家具にも壁にも穴をあけず、家具を壁に留めつけられる

アイテム。Ｌ字形の粘着シートを貼るだけでＯＫ！金具で

留めつけるものと比べると強度は落ちますが、天井との隙間が

少なく、つっぱりタイプが使えない場合にもこれなら

対応できます！家具と壁に傷がつかない上、 

貼り直すこともできます！スポンジ状の 

ポリウレタンフォームが揺れを吸収し、 

転倒を防いで  

くれます！ 

 

家具の転倒防止は上で留める、つっぱるというだけでなく、

下にアイテムをかませるという方法もあります！ 

こちらのアイテムは、家具の下前面に差し込む形で設置し、

重心を後ろに持ってくることで転倒しにくくなります。 

家具を少し傾けるだけで、楽に取り付ける 

ことができます。より簡易的で、 

インテリアの 

邪魔をしない 

優れモノです！ 

下でかませるタ
イプ 

扉開きを防止
するタイプ 

キャビネットや食器棚の扉開きを防いでくれるのがこの

アイテム!！震災後に東急ハンズのスタッフのアイデアに

よって商品化されたそうで、扉の取っ手にひっかけて、

ひねるだけという、シンプルで非常に分かりやすいです。

両開きの食器棚の扉の２つの取っ手に 

またぐようにひっかけ、ひねることで 

扉が開くのを 

防止します。 

 

 

シールタイ
プ 

テレビや飾っている雑貨などの底面に貼って落下、破損等を

防止するアイテムです。ただ貼ればＯＫ！！失敗しても簡単に剥がす

ことができるので、家電や雑貨等に傷をつけません。洗えば

繰り返し使用できるものが多数なので、部屋の模様替えにも

対応できます！何と言っても底面に貼るため、 

外からみても全くシール面が見えないのが魅力！ 

 

連結するタイ
プ 

背の高い家具やキャビネットは、上下が分かれているものが

あります。そんな背の高い家具には、上下を連結できるアイテムが

オススメ！家具の連結部分をまたぎ、シートを張るだけで 

上部家具のズレ、落下を防止してくれます。

伸縮性のある特殊強化糸を使用し、強い

衝撃にも耐えるよう

作られているので、

ネジなどが使えない

家具にも有効です！ 

 

←人気の木目柄シリーズ 



 

横須賀市 Ｍ様 

以前はアパート暮らしでしたが、家賃がもったいないので

そろそろマンションを購入しようと思っていました。 

そんな中、チラシが投函されていてウイングさんを 

知りました。担当してくれた古谷さんは電話にもすぐ 

出てくれ、対応がとても良かったので、安心してお任せ 

することができました。新しい部屋は広くて、とても 

気に入っています。子供が走れるくらい広いです♪ 

アパートよりも住みやすくて、ウイングさんで中古 

マンションを購入して本当によかったです！ 

 

マンションをご購入頂いたお客様からメッセージを頂きました！ウイングスタッフ一同、これからもお客様に喜ばれる

サービスを提供致します。また、ご協力頂いたＭ様ありがとうございました！ 

営業部２課 

三好 辰紀の場合 
ウイングスタッフのとある休日をご紹介いたします！ 

○月×日 

昨年末の忘年会のビンゴ大会で当たった景品の旅行券を使わしてもらい、高校の
修学旅行以来の北海道に行ってきました！まぁ、２０年前なので何も覚えてなく、
初めて来たのと変わらないので、見るもの全てが新鮮でした！ 
ちなみに北海道の人はちょっとやそっとの雪では傘をさしません！ 
食べ物は美味しく、街は楽しいのでまた来たいと思いながら呑んだくれた２日間でした！ 
実際、飛行機で２時間ばかしなので、皆様も是非行ってみて下さい！ 
だいたいどこのお店に入っても食べ物は美味いです！ 
ただ、大雪や吹雪などの悪天候になると飛行機の便が大混乱になるので、早めに
空港に行く等、余裕を持って行動して下さい！ 
危うく帰れなくなるところだったので・・。お気をつけて！ 

こどもの日こどもの日こどもの日   お祝いレシピお祝いレシピお祝いレシピ   

 【作り方】 
１．耐熱容器にＡを入れ、ラップをかけずに電子レンジ（５００W）で約３０秒加熱し、混ぜて砂糖を溶かす。 

２．ボウルにご飯を入れて１をまわしかけ、うちわで風を当てながらしゃもじで混ぜ合わせる。 

３．２のすし飯を２／３量と１／３量に分け、それぞれを鯉のぼりの形に整え、Ｂでうろこをつくり、 

  Ｃでデコレーションしたら、できあがり！！ 

５月５日はこどもの日。家族みんなでお子様の成長をお祝いしましょう♪♪健やかな成長を願いつつ、お子さんが 

喜ぶ料理をつくってみてはいかがでしょうか？今回は、見た目も可愛らしい、鯉のぼりのお寿司のレシピを 

ご紹介します！！ 

【鯉のぼりのお寿司】 

 

Ａ．★酢・・・・大さじ６ 

  ★砂糖・・大さじ２ 

  ★塩・・・・小さじ１と１／２ 

材料（４人分） 

Ｂ．★マグロ、サーモン、帆立貝・・・各８０g 

   ※それぞれ食べやすく切る 

  ★きゅうり（輪切り）・・・１／３本 

Ｃ．★鮭フレーク、桜でんぶ、焼き海苔、ハム、うずらの卵、きゅうり   

   グリーンアスパラガス（塩茹で）、絹さや（塩茹で） ・・・・各適量 

★炊きたてのご飯・・・３合分 

 

 

 

↑２月某日、横浜で行われた結婚パーティー。末永くお幸せに♪♪ 

 

○月×日 

△曜日 

おかげ様で無事、２度目の入籍を済ませる
ことができました（笑） 
皆様ありがとうございます！ 
これからは２人で力を合わせ 
笑顔溢れる家庭を築いて 
いきたいと思いますので 
今後とも宜しくお願い致します。 

ご報告 スタッフ白井が結婚しました！！ 

↑仲良くケーキカット♪♪ 

スタッフ 白井 幸範 

 ウ
イ
ン
グ
新
聞 



 

 

横浜でお子さんも一緒に楽しむならココ！ 

「横浜フリューリングフェスト２０１４」  
春の訪れを祝うと同時に、開放感を楽しむドイツの春祭り「フリューリングスフェスト」を横浜赤レンガ倉庫で再現！ 

飲食ゾーンには、ドイツビールをはじめとする様々なビールが味わえる３０ｍのビールカウンターが登場！ 

またドイツの春を象徴するシュパーゲル（ホワイトアスパラ）を使ったメニューや、ビールにぴったりのソーセージ、

ドイツのスイーツなども販売されます！またお子様向けのアトラクションも用意されているので、子供から大人まで

本場のドイツの春祭りを楽しめます！ 
 

日時：平成２６年４月２５日（金）～５月６日（火）（雨天の場合中止する場合があります） 

時間：１１：００～２１：３０（アトラクション・グッズ＆カルチャーゾーンは１８：００まで） 

   ※２５日（金）のみ１７：００～２１：００ 

   （アトラクションゾーンは１５：００～１８：００） 

場所：横浜赤レンガ倉庫 

料金：入場無料（飲食代・アトラクションは別途） 

お問い合わせ：０４５－２２７－２００２（赤レンガ倉庫インフォメーション） 

 

 

「湘南祭」 
海と人との共生をテーマに浜辺での遊びや、芸術、そしてスポーツを様々な角度から創造していこうというコンセプトを

持って行われています。サザンビーチちがさきをメイン会場に、ステージ、スポーツなどの部門に分かれ、海

のイメージを取り入れた様々なイベントが行われます。カヤック体験、スキムボードコンテスト、ビーサン飛ばし選手

権などはビーチならでは！「湘南屋台村」では、物販・飲食のお店が５０店舗以上立ち並びます！ 
 

日時：平成２６年４月２６日（土）・２７日（日）（雨天決行） 

時間：１０：００～１６：００ 

場所：サザンビーチちがさき 

料金：入場無料（飲食代は別途） 

お問い合わせ：０４６７－５８－１１１１（茅ヶ崎商工会議所） 

湘南の海で早くも夏気分を味わうならココ！！ 

 

 

ガッツリ食べた～い！そんな肉食系のあなたにはココ！ 

「Food Nations ～肉フェス～」 

日本全国、世界各国の肉料理が集まる、お肉が好きな人にはたまらないフード 

イベントが開催されます！予約がなかなかとれない人気店、普段はなかなか 

行けない高級店をはじめ、世界各国の肉料理が手軽に楽しめるイベントです！

さらにワークショップやステージショーなども充実しており、家族みんなで 

楽しめる内容になっています！期間中の来場者見込みは２０万人と、関東最大級の

食の祭典です。 
 

日時：平成２６年５月２日（金) ～６日（火） 

場所：駒沢オリンピック公園 中央広場 

料金：入場無料（飲食代は別途） 

お問い合わせ：０３－６４１８－５７８６（ＡＡＴJ株式会社） 

今からでも間に合う！ 

ＧＷイベント情報 
今年のゴールデンウィークの予定はお決まりですか？ 

ゴールデンウィーク期間に開催される、無料で行ける 

オススメイベントをご紹介します！ 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

６月１５日（日） 



 

   

   

  

  

 

   

株式会社ウイングコーポレーション 

 横浜市神奈川区鶴屋町２－１２－１鶴屋町第２ビル５Ｆ 

〒２２１－０８３５ 

ＴＥＬ ０４５－３２１－３８７０ 

ＦＡＸ ０４５－３１３－５４７４ 

                    URL    http://www.w-ing.net/ 

       mail    info@w-ing.net 

         Twitter    https://twitter.com/wing_yokohama 

              Facebook  http://www.facebook.com/wing.yokohama 

 

Wing  
暮らしを豊かにする情報マガジン 

●今からでも間に合う！ＧＷイベント情報  

●ご報告～スタッフ白井が結婚しました～ 

●こどもの日 お祝いレシピ ～鯉のぼりのお寿司～ 

●住まいのお悩みレスキュー ～地震に備えて収納と片付けを考える～ 

●STAFF’S DIARY 

●Customer’s Voice 

●QUIZE 

080808   
ＴＡＫＥ ＦＲＥＥ！ 


