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♪草笛にチャレンジしてみよう♪
『重ね笛』

草笛を吹くと、
なつかしい音色がします。
ツバキやカシの葉を巻いて
『巻き笛』
にしたり
葉を重ねて
『重ね笛』
もできます。
『巻き笛』

葉先からくるくる巻く

ここに口 を
当てて吹く
両手ではさむ
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ツバキかカシの葉を
重ねて折る

５〜７cmの
筒状にする
吹き口を
指でつぶす

『街のたより』第51回
破って穴を２つあけ、
穴の所をくわえて吹く

ササの葉

『2006 ドイツワールドカップ』
を楽しむために…
日本代表メンバーも決定し、開幕を待つばかりとなった
『2006 F I F A ワールドカップ TM 』、①現地まで飛んで
生観戦される超幸せなお方、②パブリック・ビューイン
グに出かけて声援を送るアクティブなお方、③時差が
キツっ！寝不足覚悟でＴＶ観戦される方、④日本戦く
らいは応援しようかとお考えの方…
Ｗ杯の楽しみ方は色々ですが、６月９日の開幕までに
今大会のみどころを冷静に（？）チェックしておくと、
１ヶ月にも及ぶ長丁場の大会が１００倍楽しく観戦で
きます。
そこでおススメの一冊…日本経済新聞社発行の『ドイ
ツワールドカップ体感マガジン』は、大会スケジュー
ル⇒グループリーグのみどころ⇒地上波放映の番組
表を始め、出場各国の徹底取材⇒全１２会場の「都市
データとうまいもん巡り」など、ドイツの魅力をバー
チャルに体感できる現地取材の充実ぶりがスゴイ上に、
『ロナウジーニョ』
『シェフチェンコ』
『ジダン』etc …
出場選手や名監督へのインタビューにも日経らしい
読みごたえが一杯です。

笹の葉は、両手の間にはさみ親指の
付け根のすき間に口を当てて吹くと
きじの鳴き声のような鋭い音がでます♪

人気もの

こんにちは！ イトーピア多 摩の
ピンキー７歳です︒今 年はパパもママも
サッカー代 表を追っかけてドイツまで
行くんだって張り切っていたのに︑
お留
守 番できない寂しがりやの僕のため︑
諦めてくれたんだ︒
よーし︑僕もママと
一 緒に寝 不 足しても応 援するぞ！
頑 張れ！ ジーコジャパン！

ぼくは

『2006ドイツワールドカップ体感マガジン』
定価 ￥８４０
安藤正純監修 日本経済新聞社編

日本代表チーム／グループリーグ（Ｆ組）の日程
① VS オーストラリア ６/１２
（月）２２：００
（日本時間）
② VS クロアチア
６/１８
（金）２２：００
（日本時間）
③ VS ブラジル
６/２３
（金） ４：００
（日本時間）

☆プレゼントコーナー☆

※日本経済新聞社は
FIFAのオフィシャルメディアサポーターです。

◎５/１０号のさわやかメールでも人気の高かった『ＢＯＯＫ』
を３０名様にプレゼントいたします。
ご希望のお客様は応募用紙にてお申込みください。 応募NO.1
なお、
はずれてしまった場合でも購入を希望されるお客様はあわせてお知らせください。

※今月のキーワードは『侍ジャパン』です。
■パソコンや携帯電話から応募をする際に必要となります。
この印で半 分にすると︑
ＦＡＸを 送るのにちょうど良いＡ４サイズになります ︒

★ 1. ＢＯＯＫ『2006 ドイツワールドカップ体感マガジン』 …………………………………… ３０名様
★ 2. ワーナーマイカル様より『ディジー缶』
（5/27より上映される作品『デイジー』
を記念して）… １０名様
★ 3.「パルコミュージアム」
招待券
6/20まで ………… ５組様
★ 4.「ダ・ヴィンチコード展」
森アーツセンターギャラリー 6/23まで ……… ２５組様
★ 5.「吹田文明展」華麗なる木版画の世界
世田谷美術館
6/25まで ………… ５組様
★ 6.「緑雨の景観」美しき日本の自然
山種美術館
6/25まで ………… ５組様
★ 7. 明治神宮外苑「聖徳記念絵画館」
入館招待券
6/30まで ………… ５組様
★ 8.「エコール・ド・パリ展」
松岡美術館
9/ 3まで ………… ５組様
★ 9.「深大寺温泉 ゆかり」
平日入泉ご招待券
毎月第１水曜定休 …… ２５組様
★10. 箱根「ひめしゃらの湯」
平日ご招待券
6/30まで ………… ５組様
★11. 観劇 国立劇場「彦山権現誓助剣」出演：中村梅玉・中村芝雀他 申込みはがき ………… １０組様
★12.『明治神宮 スケートリンク』
優待滑走券
6/30まで ………… ５組様
★13.『京急油壺マリンパーク』
入園ご招待券
6/30まで ………… ５組様
★14.『ナムコ・ナンジャタウン』
特別ご招待券
6/30まで ………… ５組様
★15.『こどもの国』
入園ご招待券 (4枚１組)
6/30まで ………… ５組様
★16.【ライオンズ VS 東京ヤクルト】 SEIBUドーム ６/６・７・８ 18：00 試合開始 （共通チケット） …… ５組様
★17.【ライオンズ VS 中 日】
SEIBUドーム ６/１３・
１４・
１
５ 18：00 試合開始 （共通チケット）…… ５組様
★18.【ライオンズ VS 横 浜】
SEIBUドーム ６/１
６18：00 ・
１７14：00 ・
１８13：00 （日付別チケット）… ５組様
★19.【東京ヤクルト VS 北海道日本ハム】 神宮球場 ６/１３・１４・１５ 18：00 試合開始 （日付別チケット）…… ６組様
★20.【東京ヤクルト VS 千葉ロッテ】 神宮球場 ６/１６18：00 ・１７14：00 ・１８14：00（日付別チケット）… ６組様
はがきに、点線で切ってお送り下さい。

第2希望
) ★NO.(

★NO.(

✂

《応募方法》

第3希望
) ★NO.(

)

多摩市

バックナンバーのため、プレゼントの応募はできません。

お名前

様

TEL

当店へのメッセージ

夏休み直前スペシャル

『ゆきえさんの絵本の会』を企画します。
◉日 時 ７月１４日（金） 午後７時開演
◉場 所 イワオフリースペース（ASA多摩センター店向い）
◉定 員 ３０名
◉応募締切 ７月10日
（定員となり次第締め切らせていただきます。）

◉参加費 おひとりさま ￥１０００のところ ￥５００で…。
当店読者の方に限り、半額負担させていただきます。
配達エリア外からご参加の方は１０００円となります。
ご了承下さい。

■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・携帯電話（ 一部ご利用になれ
ない機種がありますのでご了承下さい。) の
応募フォームよりお申し込み下さい。

ご希望のお客様は参加人数・お子様の年齢をご記入の上、
ＦＡＸ・お葉書・ホームページからお申込みください。
【申込み先】 〠206-0033 多摩市落合 １−２０−１
０
ＡＳＡ多摩センター店
『ゆきえさんの絵本の会』係
FAX 042-373-3154

http://www.sawayaka-mail.com

ご住所

お客様 照会番号

ゆきえファンのみなさま お待たせしました！

今回は２〜４年生くらいのお子様と楽しんでいただける
演目を予定しています。

プレゼント応募用紙
第1希望

チャットボード

区

＊応募締切り
ハガキ：５月２９日㈪必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：５月２９日㈪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。
当選はプレゼントの発送をもってかえさせて
頂きます。

〠 206-0033

お問合せ
お申込み先

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター
TEL 042-372-5211

FAX042-373-3154
対応機種をお持ちの方は、右のバー
コードをお使いください。カメラで
読み取るだけで簡単アクセス！
（読取方法は、各機種により異なります）

http://www.sawayaka-mail.com

大好評！ 第２３回バスツアーのお知らせ

美し森のツツジと
清里清泉寮での洋食ランチとさくらんぼがり
◆期日 / 6月１５日(木） ◆旅行代金 / ８８００円
（昼食・さくらんぼがり代含む）

お申込み・お問合せは
（株）朝日旅行まで TEL03-5777-6722 担当 笹嶋
※本日（５/２５）、新聞チラシが折り込まれていますのでご覧ください。

発行所
発行部数12000部

◆ＡＳＡ多摩センター
多摩市落合1-20-10
TEL 042-372-5211
FAX042-373-3154

◆ＡＳＡニュータウン永山
多摩市永山2-19-1
TEL 042-374-3411
FAX042-371-1531

