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（↑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

『街のたより』 第１６９回

チャットボード

♪「鳥」ーーー［金糸雀」が読めたら凄い！

2016/6/25

★ 1.「第４３回　日象展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       国立新美術館　　　　　 　　　　7/　4まで ……………  5組様

★ 2.「風景巡礼その１　風景讃歌」　　　　                       市川市東山魁夷記念館　　7/18まで ……………  5組様

★ 3.「夏の優品展　ー動物襲来ー」　　　　　　　　　　　　 　　　　五島美術館　　 　　        　7/31まで ……………  5組様

★ 4.「The NINJA　忍者って　ナンジャ ！ ？ 」　　　　　　　　　　日本科学未来館　　　　　　   8/ 5まで ……………  5組様

★ 5.「和のあかり×百段階段２０１６」  　　　　　　　　　　　　　　　目黒雅叙園  　　　　　　　　　8/10まで ……………  5組様

★ 6.「極楽湯」８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）　　　　　入館ご招待券 　　　　　　　　  9/３0まで ……………  5組様

★ 7.「こどもの国」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   入園券 (4枚１組)　　　　    12/30まで ……………  5組様

★ 8.《東京ヤクルト VS 横浜DeNA》 神宮球場　7/18（祝）17：０0・19（火）20（水）18：00試合開始（日付別チケット） … 　5組様

★ 9.【FC東京 VS 柏レイソル】　                味の素スタジアム　　　　  7/17（日）　 19：00キックオフ　 ……  5組様

★10.【横浜Fマリノス VS ジュビロ磐田】　　　　日産スタジアム　 　　　　　　7/23（土）　　19：00キックオフ  ……  5組様

★11.【横浜Fマリノス VS 名古屋グランパス】 日産スタジアム　 　　　　　　7/30（土）　　19：00キックオフ  ……  5組様

★12.【FC町田ゼルビア VS ジェフ市原】　　　  町田市立陸上競技場　  7/16（土）　　18：30キックオフ  ……  5組様

★13.【FC町田ゼルビア VS 水戸ホーリーホック】  町田市立陸上競技場　  7/24（日）　　19：00キックオフ  ……  5組様

★14.【２０１６全国高等学校野球大会】　　　　　　　一本杉球場ほか    ……………………………………… １０組様

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 （木）必着

　　　　ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：6月30日 （木）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！

申込先             〠206-0033　多摩市落合1-20-10  ASA多摩センター店内

　　　　　　　             『おつきゆきえさんの朗読の会』係　まで

           フリーFAX 0800-800-3154 
　　　　　　http://www.sawayaka-mail.com

参加希望の方は　FAX・お葉書・HPからお申し込みください。 

＊日　　時　　　7月9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    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。）

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ください。
おつきゆきえさんによる『宮澤賢治朗読の会』

【解答＆解説】
①しじゅうから…白い胸腹の真ん中に黒い帯にような線が入っているのが

　　　　　　　　　　特徴。　一羽で雀 四十羽分の価値があるからともいわれる

②こうのとり…体格や色が鶴に似ていることから、古来「松上の鶴」と誤称

　　　　　　　　　　された。　「鸛鶴（こうづる）」ともいう。　日本種は絶滅

③かささぎ…七夕の夜に牽牛と織女を会わせるために橋を作るといわれる。

　　　　　　　　　　中国では吉報を告げる鳥とされる

④しゃも…「闘鶏（とうけい）」に使われるニワトリの一種。

　　　　　　　　　　シャム（タイの古称）から伝わったことからこの名がついた

⑤かわせみ…「翡」がオス、「翠」がメスを表し、オスがメスに餌を与えること

　　　　　　　　　　から、仲が良い夫婦のシンボルとされる

⑥とき…「鴇」とも書く。　特別天然記念物だが、日本種は絶滅した。

⑦あほうどり…大型の白い海鳥。　乱獲され、今は伊豆諸島南端の鳥島と

　　　　　　　　　　東シナ海の尖閣諸島に少数いるだけ。　特別天然記念物

⑧ふくろう…中国では、成長すると母を食う「母喰鳥（ははくいどり）」と

　　　　　　　　　　いわれ、あまりいいイメージはないが、ギリシャでは知恵の象徴

⑨あひる…カモ目カモ科の鳥。　マガモを飼い鳥にしたもの。

　　　　　　　　　　肉・卵は食用になる

⑩カナリア…原産地はカナリア諸島。　愛玩用として飼われている。

間違えると、「知性」を疑われる！？　【「教養」基本漢字】　より

多摩センター店スタッフの
黒田真平です。 
ぼくの同居人、キンクマハム
スターの『ぽんすけ』
(女の子/平成26年７月
１５日生)を紹介します。
昨年１０月、松山から一緒に
上京、新しい環境に馴染めず、 
最初はオドオドしていましたが、
今ではすっかり“暴れん坊”
に...。　　　　おやつのチーズや
ころころキャベツが大好物、巣穴に運んではこっそり食べて
るせいで体重が激増! 回し車が“回らず、“要ダイエット”の
危機に直面しています。 　 　そうは言っても独り暮らしの寂
しさを癒してくれる大切な存在... いつまでも元気でいてね♥

「いつかトールペイントをやってみたかったんです ！ 」

「子育ても終わったのでなにか始めたいけど、新しい世界に入っていくのはちょっと不安…でも、思いきって
教室にきてみたら、描くことがすごく楽しくてレッスンの日がとても待ち遠しいです ！ 」

そんなOLIVEの生徒さんたちは、ほとんどが筆を持つのが初めての５０才、６０才代の初心者の方です。

あまり知られていませんが、トールペイントには下絵がありますので、絵の才能や経験に関係なく、ご年配
の方でもお子さまでも、ぬり絵感覚で楽しむことができます。

そしてトールペイントの素敵なところは、木の自然のぬくもりに触れながら絵を描いていくということ。
自然のぬくもりを感じながら無限大に広がる色彩に出逢っていくプロセスは、こころを癒し、日々の暮らしを
穏やかにしていく効果があります。

トールペイントを通してあなたの夢を広げていきませんか ♪

色の持つ癒しを生活の中に取りいれ、素敵な暮らしのお手伝いができたらと思います。　レベルに合わせて
進めていきますのでご安心くださいね。

上記の日程以外でも、柔軟に対応させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。
お申込み・お問い合わせ先
090-9112-8086  *Painting Party Olive 橋本恭代（やすよ）
http://orangetherapy358.jimdo.com/　

木のぬくもりに触れながら

癒しのトールペイント教室

あわただしい日々の中、ふっと心がなごむ、そんなお教室

＊まだ間に合います＊

OLIVEのレッスンでは、ペイントのテクニックだけに集中する
のではなく、おひとりおひとりの魂を輝かせる色彩や作品に

出逢っていただけることをとても大切に考えています。
どうぞお気軽にお問合せください。

まずは、こちらから・・・体験レッスン♪　1,500円
http://orangetherapy358.jimdo.com/

オリーブ

*「ギャラリー桜草」教室（ＪＲみなみ野駅から徒歩５分）
　　毎月第３火曜日　10:00～16:00
　　簡単なランチ、アフターにはケーキセットつきです。
  　レッスン料　月1回/5,000円

*「たままち交流館」教室（京王多摩センター駅から徒歩３分）
　　毎月第1・4土曜日　10:00～12:30
　　コーヒー・紅茶つき。
　　レッスン料　月2回/5,000円

*「コンティ」教室（京王多摩センター駅から徒歩5分）
　　毎月第1・3水曜日　第2・4金曜日　10:00～12:30
　　レッスン料　月2回/5,000円

体験レッスン♪　（コンティ多摩センター）
　　7月5日（火）・13日（水）10：00～12：30　

　　お好きな日をご予約の上、お越しください。

＊＊＊ プロフィール
　トールペイント「OLIVE」は、199８年に神戸からスタート。　300名ほどの
　生徒さん達と出会ってきました。　現在は、多摩を中心にトールペイント教
　室とともに、ヒーリングサロンを主宰。　こちらでは、エネルギーワーク、スピ
　リチュアルカウンセリングをおこなっています。
　恋愛・夫婦関係・人間関係、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

　ヒーリングサロン　*ミモザマナ　http://mimoza333.com/


