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スタッフ紹介 １６６

波平　　光
昭和6 3 年 3 月 2 8 日生（２8歳）
東京都府中市出身
センター店カスタマーサービス
担当エリア：10区
　　　落合１丁目、鶴牧１・２・３丁目

なみひら　　　　ひかる

毎年好評！ クリスマスイベント のお知らせ

おしゃれで可愛いリースをつくりませんか♥
‘

★日　　時　　11月２５日（土）　１３：００～１５：００
★場　　所　　セレクトショップミニクル 2Fフリースペース
★材料費　　￥1000（テキスト・材料費込）

　　　　　　　　　　 　作成用キット２個分と見本用の完成品 １ 個、合わせて３個お持ち帰り
　　　　　　　　　　　　いただけます。（持ち物：はさみ）　初心者の方にも丁寧に指導いたします。

★講　　師　　橋本 敦子先生（唐木田在住）

★定　　員　　15名（定員になり次第、締め切らせていただきます）

　　
  　

 『X
　masコットンでつくるミニリース』講習会

毎年好評！ クリスマスイベント のお知らせ

　〠206-0033　東京都多摩市落合1-20-10　
　フリーダイヤル0120-165-211／ フリーFAX0800-800-3154ASA多摩センター・永山

今月は『おばけランタン』や
タペストリーにもなる『ハロウィン手ぬぐい』など

秋本番の楽しいプレゼントが登場！
収納力抜群、レスポートサックの
ショルダー『デラックスエブリデー』は

ビッグなプレゼントだけに応募倍率が
気になるところ。

山形のおせんべい『やみつきしみかりせん』を
はじめ、古代アンデス文明展や

ロートレック展など芸術の秋が楽しくなる
美術展チケットもズラリ ！

たっくさんのご応募お待ちしています♪

A  B　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・永山

　　　　　A 『第４回 手作りビーズ講習会』係　　　　　または

　　　　　B 『X’mas コットンでつくるミニリース講習会』係

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

          ◇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。

◇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。

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。

苗字と名前のバランスが良い芸名みたいな名前。　どうしても『サザエさん』を連想して

しまう ！ ？ 　　　　多摩川を渡ってすぐ、おとなり府中市の出身。 姉2人、妹1人に挟まれた

4人きょうだいの長男坊、さぞかし可愛がられて育ったのかとも思えばそうでもないらし

く、（笑）缶蹴りやファミコンが好きなおとなしい男の子だったという。 高校卒業後、工場

勤務を続けてきたが、本人曰く“人付き合いがあまり得意じゃない”理由からひとりで

黙々とできる仕事を探していた。　　　　　　見かけによらず　　　　　　結婚を前提にお付き合

いしている同じ年の彼女がいて、ごはんを作りに来てくれたり、手づくりのおかずを持っ

てきてくれたり、初めての独り暮らしは大変どころか？幸せいっぱい ！ 　好きなメニューは

ハンバーグとフレンチトースト。　　　　 休日には愛車『スカイウェブ250SS』で山梨や長野

方面へのツーリングを楽しんでいる。 先日も彼女の祖父母のお墓参りを兼ねて善光寺

へ出かけ、『おやき』や『あんかけ焼きそば』を堪能してきた。

入社2ヶ月、初めての仕事に戸惑いながらもコツコツと努力を重ね、仕事にも安定感が

出てきたところ。　結婚貯金をスタート、『こびとさん』の貯金箱に500円玉を貯めながら

その日が来るのを心待ちにしている。 幸せオーラいっぱいの若者にエール ！

所長から一言：　面接の時は少し不安そうだったけれど、仕事を始めてみたらすぐに慣

　　　　れてひと安心。　シャイな笑顔も十分にこやかで、自分で思っているほど人付き合

　　　　いは苦手じゃないと思う。　　　　　今月から永山店のスタッフも加わり職場が賑や

　　　　かになったけど、奨学生も含めてみんなが元気なので、“ドサクサ”に紛れて明る

　　　　い性格になってしまうことをオススメします。（笑）
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所長より特別プレゼント　　応募 ★NO.1

『みんなの漢字』
11月号を10名様に

プレゼント致します。　

BOOK
の
ご紹介

※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。

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。

多摩市山王下　1-13-6 マンションサザンヒル1F
        　　　TEL ０４２-339-7888

営業時間　11：3０～14：00（L.O）／17：00～21：00（L.O）

定　休　日　 木曜日・第２水曜日     駐車場あり

　　　　　　  　　http ://www. lapa la .com/

　　　　    　※アサウェブタマに特集記事あ り

ピッツェリア『ラ・パーラ』

いよいよ“食欲の秋”、“美食の秋”の季節でございます。 

私はお店の休憩時間に、散歩に出かけ、

写真のような「小さい秋」を拾ってきては、 

料理のイメージを膨らませています。 

そこで、現在オススメしています料理をいくつか

ご紹介したいと思います。

※ ただしメニューは、日々変わってまいりますのでお許しください。

まずはおススメのアンティパス
トより スペイン産のドライエイ
ジングされた「豚肩ロース肉の
リエット」です。
自家製のピクルスと食べれば
至福の幸せです。 ワインとの
相性は抜群ですよ! 　　\720

こちらは、ご予約でお出し
しています盛り合わせより。 
手前は、岩手県産 菜採鶏
「砂肝のコンフィ」です。
八王子産の椎茸とお召し
上がり下さい。
 (パーティーメニュー内)

「ピッツァ アウントゥンノ」(秋の
ピッツァ)です。 
檜原村産のアワビ茸、八王子
産の柿、 そしてサンマのコン
フィーをトッピングしています。
栗や舞茸なでもいいですね!
　　　　　　　　　　　　　　　　￥２１８０

こちらはイタリアの秋を代表
するパスタ。 「ポルチーニ茸と
五日市産 大きな栗のリング
イネ」です。 まずは香りを楽し
んで下さい。 白ワインは勿論、
赤のミディアムまでよく合い
ますよ。　　　　　　　　　\2280

そして、「自家製パンチェッタ
と栗のニョッキ」です。 
生クリームとパルミジャーノ
チーズで 味をまとめました。　
　　　　　　　　　　　　　　　　\1780

もう一品のおすすめパスタは、
「牛スネ肉ミンチのラグー和え
のリガトーニ」です。
スネ肉は、当店にて粗挽きに
していますので、 肉の食感、
旨味が 仕上げに入れるペコ
リーノチーズとよく合います。
　　　　　　　　　　　　　　　 \1680

お魚料理より「クロムツのアル
フォルノ」(オーブン焼き)です。 
たっぷりの野菜と共に・・・。
※ お魚の種類は毎日変わり
ます　 　　　　　　　\2400前後

お肉料理より「NZ産仔羊の
ロースト」です。 
軽いバルサミコ風味にしま
した。 赤ワインのグラスを
片手にいかがですか? 
　　　　　　　　　　　　　　　\2820

最後に、自家製のパンとフォ
カッチャです。　店頭で少量
ですが200円で販売してい
ます。 こちらは、ランチタイム
に売り切れてしまうことが
多いのでご容赦下さい。

・・・おすすめワイン・・・

テッレ シチリアーネ ビアンコ [シチリア州・白・辛口] ボトル・・・\4200

ネーロ ディ トロイア [プーリア州・赤・ミディアム~フル] ボトル・・・\4800

ハウスワイン “ペーペネーロ”[白・赤] グラス・・・\720 

ディキャンタ(500cc)・・・\2880 ボトル・・・\3980

スプマンテ グラス・・・\800 ボトル・・・\4730

オープン15年、石釜で焼き上げる本格派のピッツァとナポリの家庭料理が

楽しめる人気店。　ナポリピッツァ協会から世界第206番目の公認加盟店と

して称号を与えられ、素材から責任を持てるレストランとして「養蜜」や

「無農薬野菜」にも意欲的な取り組みを続ける下田オーナーがご案内する

“秋のスペシャリテ”をご堪能ください。

『みんなの漢字』
11月号を10名様に

プレゼント致します。　

ASAニュータウン永山事務所移転のご案内
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、店名・フリーダイヤル・FAXの番号
も変わりました。　購読料のお支払い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
ご集金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。

★新店名　　　　　　　  ASA多摩センター・永山
★移転先住所　　　　 多摩市落合1-20-10
★新フリーダイヤル  0120-165-211
★新フリーFAX     0800-800-3154

※FAX・携帯電話に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します。

毎年恒例の「じゃがたまセット」、さわやかマートにて
ご予約受付中です。  初企画、北海道グルメ

『札幌発本格スープカレー』とのセット販売もぜひお試しください。

★★★ オーナーからのうれしいお知らせ ★★★　

「さわやかメール見た！」で
『季節のグラニータ』のサービスがあります♪（11/30まで）

★★★ オーナーからのうれしいお知らせ ★★★　

「さわやかメール見た！」で
『季節のグラニータ』のサービスがあります♪（11/30まで）


