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ご住所

プレゼント応募用紙

当店へのメッセージ

お客様 照会番号　　　　　区

第1希望 第2希望 第3希望

★NO.(       ) ★NO.(       ) ★NO.(       )

TEL

多摩市

お名前 様

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

１ 枚希望 １ 枚希望 １ 枚希望

上之根大通り『ミサトホームサービス』営業部の

　　　　　　　　　お店番トリオを紹介します。

■旅行期日：７月１５日（水） ■旅行代金：７８００円（弁当昼食付）

◆本日（6/ 25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

『街のたより』 第15７回

チャットボード

申込先

＊ 日　　　　時　　　７ 月 １ 1 日（土）　１７：００開演（朗読時間約 １ 時間）

＊ 場　　　　所　　　セレクトショップＭiｎｉｃｒｅｗ ２Fフリースペース

＊ 定員になり次第、締め切らせていただきます。

＊ 参　加　費　　　おひとりさま　￥１2００のところ ￥6００で…

　　　　　（当店読者以外の方は１2００円となります。　ご了承下さい。）

＊ ご希望のお客様は　ＦＡＸ・お葉書・ＨＰからお申し込み下さい。

おはなしの出前を届けてくれる『おつきゆきえさん』による

“宮澤賢治朗読の会”です。 初めての方もぜひご参加下さい。

おつきゆきえさんによる

      『宮澤賢治朗読の会』

 〠206-0033 多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内

　　　　　　　　　　　　　　       『宮澤賢治朗読の会』係

おつきゆきえさんによる

      『宮澤賢治朗読の会』
おつきゆきえさんによる

      『宮澤賢治朗読の会』

2015/6/25

★ 1.「第94回　朱葉会展」　　　　　　　　　　　　　　　　            東京都美術館　　　　　        7/ 5まで …………  5組様
★ ２.「2015 第 42回 全国公募　日象展」　　　　　             国立新美術館　　　　　        7/ 6まで …………  5組様
★ 3.「日本テディベアwith Friendsコンベンション」　　　  東京国際フォーラム　7/18（土）・19（日） …………  5組様
★ ４.「没後10年 ロバート・ハインデル展」　 　　　　　　　　 　　そごう美術館（横浜）　　7/ 4～7/26 …………  5組様
★ ５.「ちひろの本棚」 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ちひろ美術館・東京　　　　   8/ 2まで …………  5組様
★ ６.「世界報道写真展」　　　　　　　　　　　　　　　　             池袋　東京芸術劇場ギャラリー　    8/ 9まで …………  5組様
★ ７.「瓷華明彩」ーイセコレクションの名陶ー　　　　 　　　　　 　　　五島美術館　 　　　　    　　　　8/ 9まで　…………  5組様
★ 8.「衣服が語る戦争」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化学園服飾博物館　　　　 8/31まで　…………  5組様
★ 9.「古今東西100人展」                     　　　　　 　　　ワタリウム美術館　　     　　9/ 6まで　…………  5組様
★10.「いのちの根」　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　相田みつを美術館　　　　 　　9/13まで …………  5組様
★11.「切手の博物館」～美しい昆虫展～　　　　  　　　　　　　　ペアご招待券　　 　  　　 7/ 1～9/27 …………  5名様
★12.「極楽湯」8店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）　 　　　   入館ご招待券 　　　　　　　7/ 1～9/30 …………  5組様
★13.「さがみ湖リゾート　プレジャー フォレスト」　   　　　　　　入園ご招待券          　　　9/30まで …………  5組様
★14.「こどもの国」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　  　入園券 (4枚1組)　　　　7/ 1～12/30 …………  5組様
★15.「東丹沢グリーンパーク」　　　　　　　　　　　　   　　　　　   ご招待券　　　　　　　 　　　　　 8/31まで …………  5組様

★16.《東京ヤクルト VS 中日》　神宮球場　7/24（金）・25（土）・26（日）18：00試合開始（共通チケット）　……  5組様
★17.《東京ヤクルト VS 広島》　神宮球場　7/28（火）・29（水）・30（木）18：00試合開始（日付別チケット）　……  5組様
★18.【FC東京 VS モンテディオ山形》 　味の素スタジアム　　　　7/19（日）　19：00キックオフ ……………  5組様
★19.【FC東京 VS ベガルタ仙台》 　　　　味の素スタジアム　　　　7/29（水）　19：00キックオフ ……………  5組様
★20.【横浜Fマリノス VS 清水エスパルス》 　日産スタジアム　 7/29（水）　19：30キックオフ ……………  5組様
★21.【町田ゼルビア VS Jリーグ・アンダー22選抜》 町田市立陸上競技場　 7/19（日）　18：00キックオフ　………  5組様
★22.〈2015全国高等学校野球大会〉　一本杉球場 ほか　  ……………………………………………  5組様

『ニッコウキスゲ咲く 霧ヶ峰高原ハイク』

お問合せ
お申込み先

■応募用紙に記入し、ＦＡＸ又はハガキで下記宛に
　　お申し込み下さい。
■パソコン・スマートフォンからはWeb会員に登録
　　いただき、Myページからご応募ください。
　　Myページへのアクセスはお得なクーポン満載 ！

　　地域サイト　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  から

　　http://www.asawebtama.com/
　　★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

《 応 募 方 法 》

〠206-0033

　 多摩市落合1-20-10
　  ＡＳＡ多摩センター
フリーダイヤル 0120-165-211

フリーFAX0800-800-3154

＊応募締切り　　　ハガキ：6月30日 （火）必着

　　　　ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：6月30日 （火）正午まで

＊応募多数の場合は抽選となります。

＊チケット １ 組は ２ 枚です。　１ 枚のみをご希望の方は １ 枚

　希望チェックボックスに　　　　　　をお願いします。

　当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

レ

 スマホからも
簡単アクセス！

『ニッコウキスゲ咲く 霧ヶ峰高原ハイク』『ニッコウキスゲ咲く 霧ヶ峰高原ハイク』

                フリーFAX 0800-800-3154 

　             http://www.sawayaka-mail.com

   365日自習室の 多磨高等予備校
　　　　多摩市愛宕 4-17-11　クレスト多摩センター2F

　　　　　　　　　フリーダイヤル　 0120-964-873
　　　　　　　　　お問合せ　  午前９：００～午後９：００

　　　　　　　　　　　　　　　http://tama-yobi.com/

司法試験に14回失敗、３６歳無職、借金720万、そして利息…

そんな男の作った多摩ニュータウンの小さな予備校から

国立大、首都大、早慶、MARCH合格者が続出 ！ ！ 　なぜなのか？

     　　多磨高等予備校代表  小村　洋著

『不合格の法則』VS『合格の法則』

『大学合格10の法則』（上）

　　　　　　アイシーアイ出版 ￥１０００（税別）

【代表挨拶】
　　私はかつて日本各地の有名予備校で古文を

　　教えていました。　多人数のマイク授業でした。

　　１５０人教室の後ろで、一生懸命私の説明を聴

　　いている生徒。　「今の説明が理解できなくて、

　　困っているな」それが私には分かります。　けれ

　　ど、２０メートル離れていては、何もできません。

　　こんなこともありました。　道で生徒らしき若者

　　が挨拶してくれます。　しかし、彼らが本当に教

　　え子なのかどうか、わかりませんでした。 １５０

　　人の生徒の顔と名前を覚えることはできるは

　　ずもありません。　二つとも、辛い思い出です。

　　「もうこんな思いはしたくない」「生涯、生徒の

　　息づかいを感じながら授業のできる予備校を

　　作っていこう」私はそう決意しました。　４１歳

　　でした。　多磨高等予備校は１９９８年の春、こう

　　してスタートしました。

【指導方針】
　　施設の立派さ・生徒数・講師の給料では、大き
　　な予備校にはかないません。

　　けれども私は

   　　1.　真剣勝負の対面式授業（ビデオなし）

   　　2.　少人数授業（マイクなし）
  　　 3.　科目別の専門講師陣
  　　 4.　３６５日使える自習室

　　以上４つの方針を、あなたの合格のために、

　　堅持します。　　　　　　　　　　　　　　　小村 洋

塾・予備校選びをご検討中の高校生、高卒生
または保護者の皆様　

土・日予備校選び個別相談会 に参加しませんか？

4（土）・11（土）・18（土）・25（土）

5（日）・12（日）・19（日）・26（日）

午後 １ 時～午後 ７ 時で各５０分／完全予約制
※予約は前々日までにお電話でお願いします。

好評発売中！

 まるも♂ 2011年５月生まれ（元ノラ）
　　　　　　　裏の駐車場で生まれた５匹の中で一番
　　　　　　　おっとりタイプ。　一番人懐っこくてくい
　　　　　　　しんぼう。　ネコじゃらしが大好き ！

みかん♂ 2011年５月生まれ（元ノラ）
          まるのの兄弟の中でも、いちばん小さかった子。
　　　　　　　臆病で食が細く心配しました。　見かけがかわい
　　　　　　　らしく女の子だと思っていました。　ちょっと人見
　　　　　　　知りですが一番頭が良く、時々日本語を理解し
　　　　　　　てしゃべっているみたいになきます。

もこ♂  2011年９月生まれ（元ノラ）
　　　　　　会社の横の通りで車に轢かれそうになっていたと
　　　　　　ころを危機一髪で保護。　その時しっぽの先を踏ま
　　　　　　れたらしく今も曲がったままです。
　　　　　　“血統書付きですか？”と聞かれますがれっきとした
　　　　　　雑種です。　　　　　　一番やんちゃで元気いっぱい。
         人懐っこい性格なので、お客様に真っ先にごあい
　　　　　　さつに行きます。　他の二匹とよくケンカもします。

★まだ間に合います★

☆湿度を50%前後に保つ
　　　　　　→戸や窓を開けて換気する。
　　　　　　→除湿器を使用する。（水まわりには特に有効）

☆押入れには除湿剤
　　　　　　→通気性をよくするために、スノコを使ったり、除湿材を使う。

☆洗濯機には専用の洗浄剤
　　　　　　→洗濯機の洗濯槽の裏側に、カビがびっしり。　洗濯してもカビが
　　　　　　　　衣類に着いてアトピーの原因になります。
　　　　　　　　洗濯槽は専用の洗浄剤を使用し、カビを取り除きましょう。

☆他にも、カビが発生したら早めに、漂白剤・防カビ剤・殺菌剤・
　　消毒用アルコールを使って除去しましょう。

ちょっとした心掛けと実践で、カビの発生を防ぐことができます。

♪梅雨の時期、簡単に実践できるカビ対策

苦 労 よ 　 ー 　 花 咲 け

好評発売中！

7月


