
インフォメーション

チャットボード

今月はインテリア感いっぱいの
『グラスクロック』や

色づかいがおしゃれな『霧吹き』、
ハロウィンを先取りする『プレースマット』、

コスモス柄の『蚊遣ふきん』など
夏から秋へ… 季節の移ろいを

楽しんで頂けるプレゼントがいっぱい！

好評、新潟浪花屋の柿の種もお目見え。

ウフィツィ美術館展・チューリヒ美術館展
のチケットも入荷。

たくさんのご応募お待ちしていま～す♪

今月の締切は９月１６日（火）です。
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そば和房『春日野』
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TEL042-389-0849

ナビぐるめ 12３

所長より特別プレゼント  応募 ★NO.1

ワールドカップ
ブラジル大会

全試合号外集
を ３０名様に

プレゼントいたします。

BOOKのご紹介

『春日野』 クーポン

『さわやかメール』ご持参の方
ランチタイム　１０％オフ

ディナータイム　１５％オフ
いたします。

他のサービスとの併用は不可。

期間　２０１４年１０月１５日まで

※抽選にはずれた場合でも購入を希望される場合は
   メッセージ欄でお知らせ下さい。  　\500税別

揚げたての天麩羅とお蕎麦、ランチセットも充実、

いわし料理のメニューも豊富で、ランチ・ディナーを

問わず、ご家族でもおひとりさまでも気軽に立ち寄

れる唐木田通りの人気店。

平成 ４ 年 １ １ 月のオープン、四季の中でも春が大好き

なご主人が『春日野』と命名、昨年 １ １ 月お店の奥を

お座敷タイプにリニューアル… ご法事やご宴会など

のお集まりに、ゆったりとお使い頂けるようになりま

した。（要予約）

地酒メニューも一新、出羽桜（山形）・一刀両断（愛

媛）・菊姫（石川）・田むら（東京）・一膳其ノ時（長野）

などの銘酒が利き酒（３種／￥１２００）で味わえます。　

春日野名物『豆腐ボンバー』（￥６５０）はオープン当初

からの人気メニュー、国産大豆豆腐に厳選された魚

介類（マグロ・ホタテ・エビ・イカ）と、わかめ・きゅうり

人参・コーン・オクラを混ぜ合わせた一品は誰もがリピ

ートする美味しさ…　ご飯のお供としても最高です。

ランチ１０％引、ディナー１５％引、超太っ腹のご主人

が『さわやかメール』ご持参の方にスゴイ特典を

ご用意して下さいました。

秋の夜長…　お蕎麦やうどん、膳もの・丼もの・いわ

し料理や豆腐料理に舌鼓、ご家族・お友達とのご宴

会に…　お座敷のご予約お待ちしております。

【ランチセット】　平日11：30~14：30   土・日・祭　～15：00

 ▼ご飯の量が選べるセット　並盛または大盛り…　値段は同じ・おかわりは￥１００

◇豆腐ボンバーランチ … ￥９００　野菜天麩羅、刺身、おろしそば（温はワカメ）

◇まぐろランチ　… ￥９００　まぐろの切り身と揚げ物、ライスまたは五穀米
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（温はミニワカメ／冷おろし）

◇刺身と野菜天ランチ  …　￥１０００　刺身、野菜天、ライスまたは五穀米
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（温はミニワカメ／冷おろし）

 ▼麺の量（そばorうどん）が選べるセット…　（並２３０ｇ・大盛り３８０ｇ／値段は同じ）

◇刺身丼ランチ … ￥１２００　新鮮な刺身をワサビ醤油で　（温はたぬき）

◇天丼ランチ … ￥１０００　海老天入りの天丼、漬物、もり（温はワカメそば）

◇イワシ天ランチ … ￥９００　（お好みで半ライス）

【ゆうげセット】　夕方～
　　※麺の量は限定、ごはん大盛り可、おかわりは￥１００

◆天丼ともりそば　………………　￥１１５０　（温はワカメ）

◆ミニ刺身丼と肉そば　…………　￥１３５０
◆夜ボンセット　…………………　￥１２８０　豆腐ボンバーと揚物、ライス、もり

◆お造りと自家製さつま揚げ　…　￥１５００　刺身４点盛、さつま揚、ライス、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ミニおろし

大好評！
第７１回

バスツアー ■旅行期日：１０月７日（火） ■旅行代金：７９００円（昼食付）

◆本日（９/ １ ０ ）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

益子焼窯元見学
日本三大稲荷『笠間稲荷』から『とちぎ花センター』

初開催！
　　　特別イベント《丸太ヨガ体験会》のお知らせ
　　　※前回募集分１０／４（土）１３：００～１４：３０
　　　　　定員となりましたので閉め切りました。

☆好評につき新クラス増設いたします！
◉日　　時　　１０月４日（土）　１５：００～１６：３０
◉場　　所　　セレクトショップMinicrew2F　フリースペース

◉定　　員　　１０名（定員になり次第締切ります）

◉参加費　　無料　　

※動きやすい服装と飲物をご持参のうえ、ご参加ください。

　　ご希望の方はHP、FAX、お葉書でお申込みください。

申込先

 〠206-0033  

　　　　多摩市落合1-20-10 　ASA多摩センター店内
　　　　　　　　　　　　　　『丸太ヨガ体験会』係

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

首コリ・肩コリに悩む方へ…

『丸太ヨガ』体験してみませんか？
川村ヨガ　ホリスティック研究所

P 　 C 　chandra-light-108@nifty.com
　　携　帯　pura-na.santo-sha@ezweb.ne.jp

ブログ　http://ameblo.jp/marutayoga/

5th がんばれ
日本！

芝生に寝ころび
夜風にふかれ

ジャズとたわむれる http://jazz-fes.jpn.org

ジャズ　フェスティバル　IN　鶴牧東公園

主　　催：　ジャズフェスティバル　IN　鶴牧東公園実行委員会
後　　援：　多摩市、多摩市教育委員会
協　　賛：　地元企業、商店、団地管理組合・地域の皆さま
問合せ：　実行委員会事務局　磯ヶ谷（イソガヤ）
　　　 　　　　TEL 080-5063-1299

９月２７日（土）
小雨決行／雨天中止

１６：００開演　２０：００終演（予定）

鶴牧東公園　野外ステージ
（多摩センター駅から歩いて１２分）

       楽しんでいただくために…
◉来場時受付をお通り下さい。
　　     入場料： １ ０００円（高校生以上）
◉客席は芝生上ですので、レジャーシートを
　　ご持参ください。
◉天候により夜が冷える場合があります
　　ので、上着をご持参ください。
◉露店が出ます。（焼きそば・ビール他ドリンク）

Swing Notes Jazz Orchestra
子育て真っ最中のお父さん・お母さん・定年後の
元気な方々などで構成。西荻窪を拠点に楽しく
活動中♪

Moving Jazz Band
地元多摩市から。　オリジナル作品を中心に、プロ
＆アマ＆老若男女によるワン＆オンリーな作品創り
を目指す♪

多摩市立落合中学校吹奏楽部
「地域に根差し、地域を愛し、地域に尽くせ」をモッ
トーに毎月のように地域行事にて公演し、やりがい
があります♪

Swing Bacchus
「聞く人が楽しい」がモットー♪　スウィングナンバー
を中心に吉祥寺音楽祭、ジャズイン府中などでも
活躍♪

Mondaynight Jazz Orchestra
カウントベイシー楽団スタイルにオリジナルアレン
ジを。　今年４１年目を迎え、充実の４作目CD好評
発売中♪

出演：

５つの

ビッグバンド

が集結！

《スタッフ募集中！》

営業時間
　平　　日 11：30～14：30
　　　　　 　　17：30～22：00(LO21:30)

　土日祭 11：30～15：00/17：00～22:00
　　　　　　　　　　 (LO土曜21：30/日曜21：00)

定休日：水曜日   　駐車場 ： ７ 台

※アサウェブタマに特集記事あり

は 　 る 　 び 　 の

＊ お座敷のご予約について　４～８名様のご利用可

　　ミニコースご予約のお客様に限り承ります。
　　あらかじめお電話でご予約ください。
　　当日予約については、予約状況によってお断りする
　　場合もございます。
　　ご了承ください。

【一品料理】

　《いわし料理》　　※天候により入荷がない日もあります。

　　　　竜田揚げ…￥６５０　イワシ刺身…￥６００　梅しそ揚げ…￥５５０
　　　　天ぷら…￥５５０　南蛮漬け…￥５５０　  骨せんべい…￥５５０

　《定番料理》
　　　　はるびのサラダ…￥６００　　ピリ辛砂肝…￥４８０
　　　　自家製さつま揚げ…￥５５０　　天ぷら盛り合せ…￥１０００
　　　　刺身（１人前）…￥１０００～　　牛タンつくね天…￥４８０
　　　　ながらみ磯煮…￥５００　　だだっ茶豆…￥４００
　　　　揚ナスつゆがけ…￥４８０　ほか

　《夜だけ》　サーモンハラス焼…￥５５０　ネギトロ丼…￥５５０

　《豆腐料理》
　　　　豆腐ボンバー…￥６５０　　納豆ボンバー…￥７３０
　　　　生湯葉…￥５００　　冷奴…￥３５０

☆上記価格は全て税抜きです☆

AMAZING SPOT

日本の
絶景＆秘境

　ご希望の方は裏面の応募用紙

またはHPからお申し込みください。

迫力の写真＋旅プランで
　　　　　　　　　　　　　　魅せる１００選

奇跡の
絶景！

朝日新聞出版社 編　　定価 １５１２円（税込）

ご購入希望の方は裏面の
応募用紙またはHPから

お申し込みください。

日本の
絶景＆秘境

尾根幹線道路

唐
木
田
駅

D2

二反田
公園

　そば和房

『春日野』
　そば和房

『春日野』

益子焼窯元見学
日本三大稲荷『笠間稲荷』から『とちぎ花センター』

益子焼窯元見学
日本三大稲荷『笠間稲荷』から『とちぎ花センター』

おしながき

《ミニコース》　 ￥１７５０（３品）
　前菜、お造り、焼物（煮物）など…

※あとはお好きなものを
　　　　　　　　　ご注文ください。

キリトリ線

                                   　　　 ２００１年６/１０の創刊以来、時々紙面に登場、
恒例のX’masクイズやWeb版さわやかメールには各所にその元気っぷりをのぞ
かせています。 ２００３年４月には永山店・センター店に４台のチャットくん号が登場、
配達エリアを今日も巡回中、トートバッグにもデザインされてご愛用頂いている
お客さまもいらっしゃると思います。
２年前の冬に『悪性リンパ腫』を発病、半年間の治療で奇跡的に“寛解”の状態に
なり、その後は元気に毎日をすごしておりましたが、今年５月に再発、貧血の状態
が改善されないため抗がん剤治療ができなくなり、静かにその日を迎えました。
体重１３㎏、筋肉質のがっちりした体形で、とにかく食いしん坊…　かぼちゃとりん
ごが大好物、お散歩も大好きでこの１５年、雨の日も風の日も、朝晩２回の習慣を
欠かしたことはありません。 パンの耳や、パプリカの切れ端は気がつくと必ず足
元にいた彼が平らげてくれました。 時間の流れだけでなく家の中の空気も変わ
り、彼は本当に家族の一員だったことを実感…　飲みかけの薬袋を見ながら朝な
夕なにしんみりしています。　（涙）

所長より一言：
　私がセンター店の所長となったのが１９９９年
　２月１日、ジャズは１９９９年４月１５日生まれです
　ので、所長としての歴史とジャズの歴史は
　重なっていることになります。
　何度かお店に連れてきて、近所を散歩させ
　ている時に声をかけていただいたお客さま
　もいらっしゃいます。 晩年までは全く病気
　をしない親孝行な犬でした。 人間で言えば
　９０歳…　飼い主さん同士、名前は知らなく
　ても“ジャズくんのパパ”としてすごしてきた
　１５年、天国でも元気に公園を走り
　回っていることでしょう。   

スタッフ紹介　【番外編】

“チャットくんのモデル犬、天国へ…”

８月２２日朝、さわやかメールのキャラクター

『チャットくん』のモデル犬、スコッチテリアの

『ジャズくん』（享年１５歳４ヶ月）が

天国へ旅立ちました。  

“ジャズ、ありがとう！”
“ジャズ、ありがとう！”


