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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183回

2017/9/25

★ 1.「多摩混声合唱団　第２２回　定期演奏会」（おひとり １ 枚）　杜のホールはしもと　　10/8（日） …………  ３名様

★ 2.「落合団地商店街　お買物券」（５００円券×２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11/30まで　…………　5名様

★ 3.「セレクトショップMinicrewお買い物券」 ５００円券                             11/30まで　…………　5名様

★ 4.「伊勢型紙　秋文様の名品展」　　　　　　　　　　　　　　　 紀尾井アートギャラリー　   　 12/17まで 　…………  5組様

★ 5.「帆船日本丸＆横浜みなと博物館」　　　　　　　　　　　　共通ご招待券　　 　　　　　　  11/30まで …………  5組様

★ 6.「新横浜ラーメン博物館」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 入場引換券　　 　　　　　　　　　11/30まで …………  5組様

★ 7.「科学技術館」　  　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　入館ご招待券　　　　　　 　　　　 11/30まで …………  5組様

★ 8.「東京タワー水族館」　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 平日ご招待券　　　　　　 　　 　　10/31まで …………  5組様

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

★10.「東丹沢グリーンパーク」　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　入園ご招待券　　　　　　 　　 　　12/27まで …………  5組様

★11.「フィールド・アスレチック　横浜つくし野コース」　　　　ご招待券　　　　　　 　　 　　　　　 11/30まで …………  5組様

★12.「極楽湯」7店舗共通                                 　　 入館ご招待券 　　　　　　　　 　 12/31まで …………  5組様

★13.「東洋館」　漫才・コント・バラエティ定席　　　　     　  ご招待券　　　　　　　　　　　　10/11～11/9　…………  5組様
                                           　　　　　　　　　　　　　　　　※ご利用できない日：土曜・日曜・祝日、10/12、19、20、30、31

★14.【FC東京 VS コンサドーレ札幌】　　　　　　　　味の素スタジアム　　   10/21（土）　16：０0キックオフ　……  5組様

★15.【FC東京 VS 清水エスパルス】　　　　　　　　　味の素スタジアム　　   10/29（日）　17：０0キックオフ　……  5組様

★16.【横浜Fマリノス VS 鹿島アントラーズ】　　　日産スタジアム　　　   　10/21（土）　19：０0キックオフ　……  5組様

★17.【FC町田ゼルビア VS ツェーゲン金沢】　　 町田市立陸上競技場　10/15（日）　15：00キックオフ　……　5組様

★18.ジャパンラグビートップリーグ2017－2018　  秩父宮ラグビー場　　10/21（土）　          　…………  5組様
　　　　　　東芝ブレイブルーパス　ＶＳ　宗像サニックスブルース　11：30キックオフ
　　　　　　ＮＴＴコミュニケーションズシャイニングアークス　ＶＳ　コカ・コーラレッドスパークス　14：00キックオフ

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：9月29日 （金）必着

　　　　ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：9月29日 （金）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！

女の子だけど『ゴンちゃん』
(11歳)(笑) “よ~しよ~し”と身体
をかいてあげると喜びます。(
チャイムが鳴ると、元気に
“ワンワン!”お客さんが来た
ことを教えてくれます。
『ゴンちゃん』との出会いは
1年前。 知人の都合により、
わが家で預かることになり、
それから家族の仲間入り。 
最初の頃は、慣れない環境に
戸惑っているのか、もともと
飼っていた 2 匹の愛犬とケンカをすることもありましたが、
今では仲間意識も生まれ、仲良くやってます。

◇申込み締切　定員（10名）になり次第、締め切らせていただきます。

　　　参加ご希望の方は、FAX・お葉書・HPからお申込みください。
　　　※電話での受付はできません。

申込先  〠206-0033 

　　　　多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内
　　　　　　　　 『第４回 手作りビーズ講習会』係

フリーFAX 0800-800-3154 

http://www.sawayaka-mail.com

   大
好評！ 【第４回手作りビーズ講習会】

◇日時：11月11日（土）13：00～15：00

◇会場：セレクトショップミニクル２Fフリースペース

◇費用：2500円(材料費・講習費含む)
　　　　　　　フラワー型のステキなネックレスができあがり
          ます。 但し、オプションで特別なビーズなどを
          希望される方のみ別途費用がかかります。

秋のおしゃれに…
「テグス編でつくるスワロフスキーのフラワーネックレス」

そろばん型とフラワー型のビーズを組み合わせた
フラワー型のペンダントトップが胸元で輝きます。
秋の装いに映えるグリーン系、シックなブラック系

どちらかのデザインをお選びいただけます。
初心者の方もお気軽にご参加ください。

   大
好評！ 【第４回手作りビーズ講習会】

   大
好評！ 【第４回手作りビーズ講習会】

多摩混声合唱団
第２２回　定期演奏会

２０１７年10月8日（日）14：00開演（13：30開場）

杜のホールはしもと
（京王線、JR線橋本駅北口『ミウィ橋本』７・８階）

１０００円（全席自由）

指　　　揮：　渡辺　三郎

ピ　ア　ノ：　鷲宮　美幸

ソプラノ：　岩見　真佐子

ア　ル　ト：　内藤　明美

テノール：　布施　雅也

バ リ ト ン ：　関口　直仁

聖ペテロ室内管弦楽団

♪混声合唱組曲　　風の吐息
なかにしあかね

♪思い出のJ-POPメドレー
大竹くみ編曲

Believe／いい日旅立ち／
翼をください／虹と雪のバラード

♪Missa in C KV258／
Dixit et Magnificat KV193

W.A.モーツァルト

お問い合わせ　090-4600-5240（松下）
ticket2017@tamakon.sakura.ne.jp

ホームページ　http://www.tamakonsei.com/

 【ニュータウン永山店事務所移転のご案内】

10/1(日)より ASAニュータウン永山店と多摩センター店の
 業務統合に伴い、永山店の事務所が移転し、フリーダイヤルの
 番号も変わります。 
 購読料のお支払などで永山店にご来店いただいていたお客様
 にはご迷惑をおかけしますが、今後のお支払などにつきましては、
 お電話でご案内いたしますので下記フリーダイヤルまで、遠慮
 なくご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 移転先住所: 多摩市落合 1-20-10(ASA多摩センター内)

10/1より 新フリーダイヤル： 0210-165-211 (多摩センター店と同じ) 
10/1より 新フリーFAX： 0800-800-3154 (多摩センター店と同じ) 

　※プレゼント応募などで FAX をご利用頂いているお客様は
　   ご注意ください。　しばらくの間は、電話番号変更の音声案内
　   が流れますが、携帯電話や電話機のメモリー登録をされて
　   いらっしゃるお客様は電話帳の訂正をお願いいたします。

※9/30（土）までの業務は従来通りです。
10/1（日）に移転のお知らせチラシが入ります。

※多摩混声合唱団様のご好意によりチケットのプレゼントがございます。　 プレゼントNO.1

♥

セレクトショップ　ミニクル

【お知らせ】10/8（日）・ １０/２2（日）は
休業させていただきます。

営業時間 １１：００～１９：００／定休日　木曜日

２017 ミニクルの   

ハロウィン開催中 !  
秋のセレクト雑貨
入荷しました♥ ２017 ミニクルの   

ハロウィン開催中 !  ２017 ミニクルの   

ハロウィン開催中 !  
秋のセレクト雑貨
入荷しました♥


