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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

2017/1/25

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 ！ ★

〠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：1月30日 （月）必着

　　　　ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：1月30日 （月）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！

『街のたより』 第175回

1/22 で1歳になったばかりの
『マリン』は“梨”に目がない食い
しん坊の女の子。　物音に敏感で
少し臆病な性格…“入っちゃダメ
よ ! ” と言われている“畳の部屋”
に大好きな家族がいるのに気付
くと、ついつい入っていって怒られ
ちゃうことも...。
名前が『マリン』のせいか“水”に
興味津々…。
植木鉢に水をやる時やみんながお風呂に入っているのを
見ると大はしゃぎ !  でも…調子に乗り過ぎて叱られそうな
雰囲気を察すると、少し距離をおいて状況を把握。
弱冠1歳なのに“空気が読める”一面も持ち合わせてい
ます。　　　　　　　　　　“いたずら天使マリン”のことがみんな
大好き、これからも仲良く暮らそうね!

◆刺繍屋さんを始めた経緯は？
◇寝たきりの父の肌着に“漢字で刺繍”をしてあげたくて、刺繍ミシンを探しているうちに刺繍の世界に惹きこまれました。
　　長年、社会に貢献してきた父の肌着にマジックペンで記名することに強い抵抗感があったのです。　インターネットで探した
　　刺繍屋さんで小さなワッペンを作ってもらったのですが、肌着に付けると硬くて痛そうだったので直接刺繍しようと思い立
　　ち、簡単な操作で綺麗な文字を刺繍できる性能の良いミシンを探しました。　そこで、刺繍ミシンには無限の可能性があり、
　　人に喜びをもたらすことができると知り、直感的に仕事にしようと決意したのです。　それからは私の中で眠っていた“クリ
　　エーター魂”のようなものが一気に噴き出して、ただ前だけを見て進んでいます。

◆刺繍の魅力って？
◇目にした瞬間に時間が止まり、驚きと喜びを感じるところでしょうか。
　　また、お客様が思った以上に喜んで下さるので、それが製作の励みになっています。
　　ネット販売の場合は、メールや画像でお客様の感想が届くと本当にうれしいです。

◆他の刺繍店との違いは？
◇少量の注文でもお客様と相談しながら丁寧に作成している点だと思います。 刺繍の良し
   悪しを左右する刺繍データはお客様に納得していただくまで何度も作り直しています。
◇女性ならではの気配りの行き届いた製品づくりを目指し、刺繍サービスだけでなく、時計や
   小物、畳への刺繍、ペット用品なども販売しています。
◇刺繍の時計や畳の看板を作る傍らで、近所の子供たちに名前入りのバッグやキーホルダー、
　　サッカーチームのワッペンを作ってあげたり、学生の体操服やおばあちゃんのパジャマに名前
　　の刺繍もしてあげられる…そういう刺繍なら何でもできる刺繍屋さんでいたいですね。

◆製品づくりについて教えてください。
◇こんなものがあったら良いのに…これが刺繍だったら良いのに…そんな気持ちを形にして
　　いきたいと思っています。　“道しるべ”もなく“道なき道”を切り拓くような孤独感はありますが、
　　イメージが徐々に形になっていく過程はとても楽しくて夢中になって取り組んでいます。

鶴牧５丁目のご自宅で刺繍店を営む『刺繍工房エテ』さんは、時計や小物など
オリジナル雑貨の製作販売をはじめ、ワッペン・キーホルダーなどの注文販売や体操服や作業着などへの

ネーム刺繍も行っています。　今回はオーナーの小林さんに刺繍屋さんを始めたキッカケやその魅力、
今後の展望などについてのお話をお伺いしました。

           TEL  042-201-5292
        ショップ  http://www-ete.com/
         ブログ  http://ameblo.jp/www-ete/
　フェイスブック  https://www.facebook.com/embroidery.studio.ete/

～ときめきの魔法お届けします～

街の身近な刺繍店　『刺繍工房 エテ』

◆入園・入学のお名前ワッペンや
　　サッカーチームのエンブレムも作ってくれますか？
◇もちろん承ります。　大きさや色、書体など、お客様のニーズに合わせて少量
　　でも製作いたします。

◆ネットショップでは刺繍の時計も作られていますが、名前や結婚記念日を
　　刺繍で入れてもらうことはできますか？
◇もちろんできます。　書体や位置など、お客様のご要望を伺いながら丁寧に
　　製作します。

※プレゼント　　　応募 ☆NO.1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『２０１７年新入学おめでとう大会』の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チケットを５名様にプレゼント致します。

ご希望の方は応募用紙またはHPからお申し込みください。

2017年2017年新入学新入学
おめでとう大会おめでとう大会
と　 き：　１月２８日（土）
ところ： パルテノン多摩

2017年2017年新入学新入学
おめでとう大会おめでとう大会

B.LEAGUE B3 プロバスケ 東京サンレーヴス

LIVE
ALIVE!

      多摩市総合体育館
１月２８日（土） 開場16：00　試合開始18：00

　 　２９日（日） 開場12：00　試合開始14：00

詳細は https://www.bleague.jp/news/17488.html  をご覧ください。

朝日新聞は2017年1月より B.LEAGUE のサポーティングカンパニーとなりました。

展示・販売期間：　1/25(水)～3/1(水)

販売商品：　掛時計・刺繍衣装バッグ・小物・ペット用品など

◆ブラザーの展示会用の作品を作られていますね？
◇職業用刺繍ミシンの魅力や刺繍の手法、刺繍と向き
　　合う姿勢を教えて頂いたのがブラザーさんで、その
　　ご縁で作らせていただきました。

　　刺繍ミシンの性能を表すことのできる作品は ？ と考え
　　て製作した『英字新聞』は、幅3～5㎜の極小フォントを
　　ぎっしりと並べてあります。　印象の違う作品を２種
　　類作り、１つは銀座のブラザー東京ショールームで、
　　もう１つは全国の展示会で活用して頂いています。　

◆これからの展開を教えてください。
◇飼い猫のために刺繍で作った作品があるのですが、
　　どこかにこのようなものを望んでいる方がいるかも
　　しれないと思い、販売に向けて実用新案等の権利
　　を出願しました。
◇また、お子さまの描いたイラストや人・動物の写真を
　　刺繍にして時計や額縁に加工するオーダー受注も
　　検討しているところです。

チケット：（当日券）大人￥２０００　高校生以下￥１０００

　　　　　　　（前売券）大人￥１6００　高校生以下￥６００

後援：多摩市／多摩市教育委員会／多摩市バスケットボール連盟

【掛け時計】　左パリジェンヌ…￥７９００　　　　右：おとなの時間…￥５９００

作品の一部を展示販売しています。作品の一部を展示販売しています。

美しく、奥深い刺繍の世界…実物をご覧いただき、美しく、奥深い刺繍の世界…実物をご覧いただき、

すばらしさを実感してください。すばらしさを実感してください。

  『セレクトショップMinicrew』 では、
作品の一部を展示販売しています。

美しく、奥深い刺繍の世界…実物をご覧いただき、

すばらしさを実感してください。

  『セレクトショップMinicrew』 では、

★★期間中、★★期間中、ミニクルで商品お買上げミニクルで商品お買上げのお客様はのお客様は

レジにてレジにて10％OFFOFFいたします。（オーダー商品含む）いたします。（オーダー商品含む）

今治タオル　バレエ・キトリの
アップリケ…￥1500

完全オリジナル　
キーホルダーmini…￥1５00

名入れ無料
【レッスンバッグ】フラメンコ…￥4900

名前と電話番号お入れします。
デニムのペット用首輪…￥4900～

　　　　　　　　　　　　　　“これはすごい ！ 　 文字もミシン模様も、
　　　　　　　すべて刺繍。　本物の英字新聞みたい ！ ” 　

★★期間中、ミニクルで商品お買上げのお客様は

レジにて10％OFFいたします。（オーダー商品含む）

★ 1.『２０１７ 新入学おめでとう大会』　パルテノン多摩　先着順
　　　            　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　1/28（土）　………　 ５名様

★ 2.『落合商店街　お買物券』（５００円券×２）　2/28まで　…　 ５名様

★ 3.『長谷部宏写真展 ～日本を愛したロックスター～』　　　　　 
　 　　　リコーイメージングスクエア銀座 ギャラリーA.W.P　　2/12まで　…　 ５組様

★ 4.『クインテットⅢ　五つ星の作家たち』
　　　　　東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館　2/19まで　…　 ５組様

★ 5.『いけばな　古流協会展』　松屋銀座　  2/17～2/20　…　 ５組様

★ 6.『第７０回記念　時代の表現ー生きる証　日本アンデパンダン展』　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  国立新美術館　　3/22～4/3　……　 ５組様

★ 7.『伊勢型紙の春文様名品展』　
　　　　　　　　　　　　　　　　   紀尾井アートギャラリー　　 4/23まで　……　 ５組様

★ 8.『極楽湯』7店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入館ご招待券　　　　３/31まで　………　 ５組様

★ 9.『第９回　国内最大規模の旧車トレードショー　ノスタルジック２ディズ』　
　　　　　　　　　　　　　　　　パシフィコ横浜　　　2/18（土）・19（日）　……　 ５組様

★10.『上野動物園・多摩動物公園・葛西臨海水族園・都立９庭園』
　　　   共通入場引換券（いずれか１ヶ所のみ有効）　3/31まで　…　 ５組様

★11.『パレットタウン　大観覧車』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平日限定ご招待券　　2/28まで　……　 ５組様

★12.『三菱みなとみらい技術館』　ご招待券　　 3/31まで　……　 ５組様

★13.『こどもの国』　入園券（4枚1組）　　　　　　6/30まで　……　 ５組様
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