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ぼくは

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

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

チャットボード
2020/８/25

お問合せ
お申込み先

発 行 所

発行部数13150部 フリーダイヤル 0120-165-211／フリーFAX0800-800-3154

◆ＡＳＡ多摩センター・永山　　多摩市落合1-20-10

〠206-0033

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

フリーFAX0800-800-3154

※購入をご希望の方は応募用紙でお知らせください。

《BOOKのご紹介》

★ 1.『落合団地商店街お買物利用券』（500円券×2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               10/31まで　…… 5名様
★ 2.『セレクトショップMinicrewお買い物券』 ５００円券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                10/31まで　…… 5名様
★ 3.『大相撲９月場所星取表』（日刊スポーツ社）　　  　　…… 5名様
★ 4.『極楽湯』7店舗共通（おひとり様1枚）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　                 　入館ご招待券　　   9/30まで　…… 5名様
★ 5.『西山美術館』　　　　　ご招待券　　　　　　 12/27まで　…… 5組様
★ 6.『三渓園』　　　　　　　　 入場ご招待券　　　　９/30まで　…… 5組様
★ 7.『上野動物園・多摩動物公園・葛西臨海水族館・都立９庭園』
　　　   共通入場引換券（いずれか１ヶ所のみ有効） 　9/３０まで　……１０組様
★ 8.『こどもの国』　　　　　入園券（4枚1組） 12/30まで　…… 5組様

お知らせ
新型コロナウィルスの影響で、施設の休館や開館時間などの

変更がある場合もございますので、施設や主催者に直接

お問合せいただき、お出かけいただきますようお願い申し上げます。

定価 800円＋税

チワワとマルチーズのミックス犬

　『マーキー』♂8歳です。

『チワマルちゃん』と呼ばれ

　てます。（笑）

◆お肉が大好きですが、特

　に好きなのが「レバー」

◆犬より人が好きですが、

　特に好きなのが「若い女

　性」

◆車でのお出かけが大好

　きですが、長距離ドライブもOK ！

◆落ち着いた性格で頭が良く、何だか人を見透かしている

　ような感じ。

◆元気いっぱい ！  ボール遊びが大好き ！

◆うれしい時によく振る大きな尻尾が特徴的 ！

◆スリッパ・靴下・まくら・マスクなど、特にご主人のにおいが

　ついたものが大好き ！

◆ほとんど吠えることはありません。

◆いつまでも仲良く暮らしたい家族です。

しつもん!

ドラえもん

A5版 オールカラー96頁

 発行：小学館

まんがも読める
学べるQ＆Aブック

教えて! 日本史編

しつもん!

『街のたより』 特別編

2000年　 9/5号　　　　　『さわやかメール』VOL.1誕生
2001年  1/25号より　『おしゃべりドットコムを定期発行
　　　　　　   6/10号　　　　所長の愛犬（スコッチテリア/2014/8/22 16歳で永眠）を
　　　　　　　　　　　　　　　　　  イメージしたキャラクターの名前大募集！　『チャットくん』と命名。
　　　　　　 12/10号　　　  クリスマス恒例 『チャットくんクイズ』スタート
2002年  1/25号　　　　 『わたしは人気者』（ペット情報）スタート♪
　　　　　　 　7/10号より  永山地区のみなさまにも『さわやかメール』をお届け
2003年  1/10号　　　  スタッフ紹介に所長登場 ！ 　へぇ～　所長ってこんな人？
　　　　　　　4月　　　　　　　  イラストがかわいい４台の チャットくん号がデビュー！
　　　　　　　　　　　　　　　　　  配達エリアをグルグルと駆け巡っています。
　　　　　　 10/25号　　  　待望のホームページ開設　インターネットからのプレゼント募集が急増！！
2004年  2/25号より  携帯電話からの応募も可能に。
2005年 10/10号より  A3版の紙面に拡大。
　　　　　　 12/1　　　　　　  セレクトショプ　            　   オープン （現店舗の2F）
2006年  7/12　　　　　　“新聞配達ってどんな仕事？”　多摩大聖ヶ丘中学の
                           生徒さんによる「職場体験」の受入。
　　　　　　11月　　　　　　　　クリスマスコットンでつくる ミニリース講習会（橋本敦子先生）

2008年  1/15　　　　　　豊ヶ丘新聞センター発行の『ぷちたま』が姉妹紙として創刊。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’07/6月より同店の経営を所長が兼務）
2009年 1月　　  　　　　 朝日新聞東京本社管轄のASA（2320店）の中でわずか２店に与えられる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　『CS優秀賞』を受賞。
　　　　　　　　　　　　　　　　   月２回発行のミニコミ紙を通じて企画・開催したイベントがお客様との絆を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　深め、地域における販売店への信頼を高めたものとして評価されました。
　　　　　　　　7/25号   　　Web会員サービススタート！　プレゼント応募や各種お手続きが
　　　　　　　　　　　　　　　　　  Myページ画面を通して行えるようになり、簡単・便利になりました。
2010年  7/25号　　　  多摩ニュータウンのことならなんでもわかる地域情報サイト
　　　　　　　　　　　　　　　　　  アサウェブタマ.comをスタート
　　　　　　　　　　　　　　　　　  当初は４つの特集記事と７０件のshop情報でスタート！
                           現在は144の特集記事と380件を超えるshop情報に拡大。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　“見たい＆魅せたい”情報を無料で掲載できる便利なサイトです。
　　　　　　　　9/11　　　　　　手作りビーズ講習会 （平岡弘子先生）～幸せを呼ぶパワーストーンブレスレット～
2011年 9月　　　　　　　　多摩センター店はおとなりの新しいビルに移転。
　　　　　　 11/26　　　　　  セレクトショップ                が旧センター店のあとに リニューアルオープン。
2016年  9/18　　　　　　『KAOFES』 (多摩市一ノ宮公園)に 初参加。
    　　　　　　　　　　　　　　  手づくりサンダル『ワラーチワークショップ』が大好評!
2018年  9/16～　　　　【朝日新聞記者体験コーナー】のブースが話題。
　　　　　　　　　　　　　　　　　  本物の腕章と カメラを手にして、キッズたちも大興奮!
2019年　12/1より 　　  八王子エリア (大塚・東中野・堀之内・越野・別所、松が谷の一部エリア) の　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 お客様に配達を開始。 
～現在に至る～

足かけ20年、月2回発行のミニコミ紙を通じて行ってきたお客様とのコミュニケーションが
懐かしく思い出されます。　2009年にスタートした Web 会員サービスですが、現在の会員
登録数は約3000件、Myページ画面から、プレゼント応募や新聞のお休み止め、『さわやか
マート』の商品ご購入やその他お手続きが簡単にできる便利なサービスです。　ご登録が
お済みでない方はこれを機会にぜひご利用下さい。
　　　　　　　　　　日頃のご購読に心より御礼申し上げます。 　　　　　　　　　　　　所長

《創刊 476号までのあゆみ》

『さわやかメール』の

雑貨プレゼントは

ミニクルから提供されます♪

初回のグッズプレゼントは

《動物おもしろフック》

ワラーチ

　　　　　　　知っておくべき5つのポイント
●避難とは[難]を[避]けること。
　　安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。

●避難先は、小中学校・公民館だけではありません。
　　安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。

●マスク・消毒液・体温計が不足しています。
　　できるだけ自ら携行して下さい。

●市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設されて
　　いる可能性があります。
　　災害時には市町村ホームページ等で確認して下さい。

●豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。 やむをえず
　　車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分
　　確認して下さい。 内閣府(防災担当)・消防庁

新型コロナウイルス感染症が収束しない中における災害時の
　　避難について(PDF)（内閣府防災情報のページ） より抜粋

内閣府と消防庁は下記のような災害時の注意点をまとめています。

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう。

新型コロナウイルス感染が収束しない中でも災害時には、危険な
場所にいる人は避難することが原則です。

新型コロナウイルス感染症が収束しない中における
災害時の避難について

■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。

＊応募締切り　　　ハガキ：8月31日 （月）必着

　　　　ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：８月３１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！

■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当店ホームぺ―ジ
　　『さわやかメール』から
　　　　https://www.sawayaka-mail .com/
　　　　★「さわやかメール」で検索 ！ ★

教えて! 日本史編

！

♥♥

チャットくん

当時の所長デス


