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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

『街のたより』 第170回

♪動物　　　　『石竜子』は身近な所に…

2016/8/25

★ 1.［B.LEAGUE B3 プレシーズンマッチ　東京サンレーヴス ＶＳ東京八王子トレインズ］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　多摩市立総合体育館 9/19（月・祝）　 試合開始14：00  ……  5組様　

★ 2.「第１０１回　二科展」　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　新国立美術館　　 　　       9/12まで ……………  5組様
★ 3.「いけばなの根源　池坊展」  　　　　　　　　　　　　　　　　 松屋銀座  　　　　　　　　  9/7～9/12 ……………  5組様
★ 4.「再興第１０１回　院展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本美術院　  　　　　　　 　   9/16まで ……………  5組様
★ 5.「土木展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21-21 DESIGN SIGHT　　 9/25まで ……………  5組様
★ 6.「風景巡礼その２　憧憬と郷愁」　　　　　　　　　　　　　　　　市川市東山魁夷記念館　9/25まで ……………  5組様
★ 7.「葉祥明美術館」（北鎌倉）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入館ご招待券　　　　　　　　　9/30まで ……………  5組様
★ 8.「夏季展　歌仙兼定登場」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永青文庫　      　　　　　　　  10/2まで ……………  5組様
★ 9.「第７８回　一水会展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都美術館　　 　　　9/18～10/2 ……………  5組様
★10.「秋の優品展　－心の旅」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五島美術館　　　　　　 　　 　10/16まで ……………  5組様
★11.「さがみ湖　プレジャーフォレスト」　　　　　　　　　　　　　 入園ご招待券　　　　　　　　　9/30まで ……………  5組様
★12.「こどもの国」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入園券 (4枚 １ 組)　　　　  　12/30まで ……………  5組様
★13.「極楽湯」７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
★14.《東京ヤクルト VS 横浜DeNA》 神宮球場　9/14（水）　　　　　　　　　　　　　　　1８：０0試合開始　……………  5組様
★15.《東京ヤクルト VS 中日》 　　　　　神宮球場　9/18（日）　　　　　　　　　　　　　　　1８：０0試合開始　……………  5組様
★16.【FC東京 VS 浦和レッズ】　　　　　　　　　　　　　　味の素スタジアム　　 9/17（土）　 19：00キックオフ　 ……  5組様
★17.【横浜Fマリノス VS アルビレックス新潟】　 日産スタジアム　　　　　9/17（土）　　19：00キックオフ  ……  5組様
★18.【FC町田ゼルビア VS 東京ヴェルディ】　　　町田市立陸上競技場 10/2（日）　　16：00キックオフ  ……  5組様
★19.【ジャパンラグビートップリーグ　２０１６－２０１７】　秩父宮ラグビー場　　9/17（土）　２試合観戦チケット  ……  5組様
　　　　　ＮＥＣグリーンロケッツＶＳ豊田自動織機シャトルズ１６：３０・パナソニックワイルドナイツＶＳサントリーサンゴリアス１９：００

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：8月3０日 （火）必着

　　　　ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：8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！

間違えると、「知性」を疑われる！？　【「教養」基本漢字】　より

7/9(土)開催

『宮澤賢治朗読の会 ２０１６』

わが家のアイドル『プティ』

(プードル/4歳/男の子)、

通称“プーちゃん”です。

玄関の扉が開くと”お母さん”を猛

ダッシュでお出迎え...、夏場を迎え

ても食欲旺盛、ササミとヨーグルト

が大好物な”プーちゃん”です。 

近所のワンちゃん4~5 匹との

お散歩が朝晩の日課、『唐木田

駅』にある“水飲み場”周辺で

まったりするのがお気に入り。

いつまでも元気でいてね～♥

　　　　　　　　　　　　　　　夏の恒例、宮澤賢治作品の朗読会でした。

　　　　　　　　　　　　　　　大変蒸し暑い夕方でしたが、みなさまぞく

　　　　　　　　　　　　　　　ぞくとお見えになり小さな会場がいっぱい

　　　　　　　　　　　　　　　に。　間もなく会が始まりました。

　　　　　　　　　　　　　　　今回は「子供時代」の2作品。

ゆきえさんがスッとページを開き、朗読を始めると、その瞬間

に文字は声になり更に映像のように動き始めます。

皆さんが思い浮かべる『朗読』とは、きっとかなり違った驚きの

体験かもしれません。　たくさんのキャラクターや風景の音など、

全てをゆきえさんの声がつくり上げて行くさまは圧巻です。

今回も『ゆきえさんマジック』で別世界に旅しました。

物語に吸い込まれるように時間が経ち、約一時間の会は

あっと言う間に終了。　その後もしばし余韻に浸るお客様の

姿が印象的でした。

　　　    　次回も楽しみにしています。　　　　　　　　スタッフA

　９月18日（日）
場所：約束の場所（一ノ宮公園）聖蹟桜ヶ丘駅徒歩５分

子供達が逞しく育つ、その瞬間を見逃すな！

主　催：KAOFES実行委員会／特別協賛：赤枝医院

　　後　援：多摩市／共　催：せいせきみらいフェス

以前まで【AKAEDA FESTIVAL】として、

赤枝医院で誕生した子供達を中心に

開催されていたフェスですが、２０１４年より

どなたでも参加ができる【KAOFES】

　～子供達が創る未来の楽しい街づくり～として

生まれ変わりました。“KIDS ARE OK ! ”

子供たちは日々たくましく成長しています。様々な

イベントの中でお子様の成長を見守りましょう。

ＫＡＯＦＥＳは、 子供達が 『遊び』 『学び』 『仕事』 を経験し、
自分たちで考えながら街をつくりあげていく、 新しい形のフェスです。

入場料 ：無料／個人協賛金 ： KAOFES 参加費１人 1000 円

スタッフの募集・最新情報は

ホームページ等でチェック ！

ボランティアスタッフ

随時募集中！

【イベント内容】
 お仕事をして「KAOマネー」をゲット。

　「稼ぐ」ことを体験し、KAOマネーを使って遊び

　ます。　普段おねだりする子どもたちも自分で

　稼いだお金の使い道は意外と慎重だったり ！ ？

　KAOFES会場には移動動物園・ふわふわ遊具・

　ミニSL・縁日などKAOマネーで遊べるコンテン

　ツがたくさんあります。　他にも泡パーティ・多摩

　市のこどもたちによるライブステージ・ラスカル

　と記念撮影・多摩市の飲食店によるフードコー

　トなど充実の内容で1日中楽しめる体験型の

　イベントです。

　多摩市で育つ子どもたちが、この街を大好き

　になって住み続けたいと思う、そんなきっかけ

　になるよう、スタッフ一同準備を進めています。

カ 　オ 　 フ ェ ス

ＡＳＡ多摩センター・ニュータウン永山店、
朝日新聞社・朝日小学生新聞社も

ＫＡＯＦＥＳに協力します ！ ！

【解答＆解説】
①あらいぐま…「洗熊」とも書く。「浣」は水を流してジャブジャブ洗うこと。

　　　　　　　　　　細かい汚れをていねいに洗うのが「洗」

②いたち…「鼬鼠」とも書くが、これは中国の用字

③かもしか…音読みでは「れいよう」。　ヤギに似て、二本の角を持つ。

　　　　　　　　　日本特産の特別天然記念物。「氈鹿」とも書く

④むじな…タヌキやアナグマの別称。　「貉」とも書く

⑤じゅごん…浅い海に棲む哺乳類で、立ち泳ぎしながら授乳する姿が

　　　　　　　　　人魚と見間違えられたという

⑥とかげ…「蜥蜴」と書くのが一般的。　中国では「四脚蛇」とも表わす。

　　　　　　　　　さらに中国で「変色蜥蜴」と書けばカメレオンの」こと

⑦あしか…「海馬」「葦鹿」とも書く。　ただし「海馬」はセイウチ、タツノ

　　　　　　　　　オトシゴを表わすことが多い　

⑧やもり…「家守」とも表記することも。　壁に張りついているのと、体に

　　　　　　　　　多数の斑点があるので、「壁虎」とも書く

⑨ひぐま…日本では北海道だけに棲み、大型で赤褐色・黒色など。

　　　　　　　　　本州にいるのは小型の月輪熊

⑩やまかがし…日本の山野に棲むヘビで、奥の牙のは毒線があるが

　　　　　　　　　殺傷力はない

ＡＳＡ多摩センター・ニュータウン永山店、
朝日新聞社・朝日小学生新聞社も

ＫＡＯＦＥＳに協力します ！ ！

「お仕事ブースやワークショップの
情報がFACEBOOKで毎日更新
されます。お母さんと一緒に毎日
確認して、KAOマネーをどうやっ
て使おうか、どの順番でブースを
回ろうか…いろいろイメージする
のが楽しかった！」　秋田優奈さん

《先輩KIDSからKAOFESの
　　　　　　　楽しさについてひとこと》

「お仕事ブースやワークショップの
情報がFACEBOOKで毎日更新
されます。お母さんと一緒に毎日
確認して、KAOマネーをどうやっ
て使おうか、どの順番でブースを
回ろうか…いろいろイメージする
のが楽しかった！」　秋田優奈さん

「ふだん、ぼくたちの住む街で働く
病院の先生や商店会の人たちが、
それぞれのブースでお仕事の体験
をさせてくれるので楽しい！」
　　　　　　　　　　　　藤田柊斗くん

《先輩KIDSからKAOFESの
　　　　　　　楽しさについてひとこと》

「ふだん、ぼくたちの住む街で働く
病院の先生や商店会の人たちが、
それぞれのブースでお仕事の体験
をさせてくれるので楽しい！」
　　　　　　　　　　　　藤田柊斗くん

HP：http://www.kaofes.net/

大好評！
第７9回

バスツアー ■旅行期日：9月２0日（火） 
■旅行代金：大人 ８5００円（昼食・美術館入館料付）
               子供 同額　ただし、２名様以上の場合ご旅行代金の
　　　　　　　　　　　　　　　総額より５００円、４名様以上の場合同じくご旅行代金の
　　　　　　　　　　　　　　　総額より１０００円引きとさせていただきます。

◆本日（8/25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

『サザエさん生誕70年記念
よりぬき長谷川町子展』と東京大仏


