いまどきウォッチャ−
♪ミニミニクッキング♪
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しそ味噌

・・・・・青ジソの季節限定・・・・・
材 料 しその葉 100枚・青とうがらし 2本・かつおぶし
調味料 みそ
（こうじ味噌）
・酒・砂糖・ごま油・ごま
下準備 1. しその葉を洗って水分を取る。
2. しその葉を手でちぎっておく。
包丁は使わないのがコツ。
3. 青とうがらしを種を取って細かくきざんでおく。
鷹のツメでもOK。
作り方 1. かつおぶしを炒めて、
しその葉半分を加える。
2. 味噌・酒・さとうを入れて練り合わせ、
残りのしその葉を入れる。
3. ごま油・炒りごまを仕上げにどうぞ！
…お好みで
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『多摩ユースオーケストラ』

簡単でしょう。 祖祖母、祖母、母、娘へと伝授されたものです。
日持ちがします。
ごはん・おむすび・冷やっこ・焼きナス…なんにでもOK
青とうがらし
（鷹のツメでもOK)・調味料の分量はお好みで…
厳しい夏を、元気でお過ごしください。
Ｋさんより

TEL&FAX 042-371-1558
http://www16.ocn.ne.jp/˜youthoke/

人気もの

ペットショップで
出 会ったキュー
トな子 …
目を
ウルウルさせ︑
﹃飼って〜﹄
と
言わんばかり
に見つめてき
たので︑翌日
姉と一 緒に
ペットショップへ
行き︑家族におね
だりし︑
うちに来ることが決まりました︒
ところが︑飼い始めてすぐ︑床ですべり
足を骨折！骨が弱いと診断され︑
エサを
色々と変えるうち …
丸々﹃ブタ犬﹄
に
なってしまいました︒﹃ポメラニアン？﹄
と
よくビックリされます︒
ただ今 元 気な
青年期！ 思いっきり吠えてます︒
ゴメンナサ〜イ！
ミルキー・Ｋ

ぼくは

問合せ・入団申込
『多摩ユースオーケストラ事務局』

創立１０周年を迎える『多摩ユースオー
ケストラ』は小学生から大学生までの
メンバーで構成される６０名の大所帯…週一回、永山小学校のホールで行われる練習からは 少しでも
うまくなりたい！ と思う子供たちの熱気が伝わってきます。さて、学校や学年の違う仲間たちが音楽
面、生活面での協調性を高めあいながらすごす恒例のサマーキャンプ（in河口湖)、それぞれのパートを
指導する先生方も参加され、大好きな音楽を通じてみんなの気持ちがひとつになっていく喜びは、か
けがえのない思い出として子供たちの記憶に残ります。ところで『多摩ユース』はドイツの音楽院から
招待され、来春、
ヨーロッパでの演奏ツアーを計画中です。音楽が大好きな小中高生のみなさん、躍動
感あふれるオーケストラに参加してたくさんの感動を味わってみませんか？

2006 創立１０周年記念公演のお知らせ
１０月１５日（日）
１４時開演 パルテノン多摩大ホール
待望の『川久保賜紀』
さんとの
チャイコフスキーヴァイオリンコンツェルトが実現！

☆８/１１〜１４ 河口湖畔音楽民宿にて
☆多摩センターから大型貸切バス２台で出発。

【プログラム】 指揮 今村能氏
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ほか

☆プレゼントコーナー☆
※今月のキーワードは『

■参加者募集中！
『多摩ユースオーケストラ
サマーキャンプ』のお知らせ

■『多摩ユースメンバーによる
弦楽器アンサンブル』開催のお知らせ
☆７月２１日（金）
Pizza&Spaghetti『ハウスリーク』さん
にて『多摩ユース』メンバーによる弦楽器
アンサンブルを行います。
☆詳細は下記をご覧下さい。

入場料 一般前売り ￥１８００ 当日 ￥２０００
中学生以下 ￥１０００
電子チケットぴあ・チケットパルテノンにて好評発売中

』です。

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.「世界の巨大恐竜博2006」
幕張メッセ（大人・小中高生をペアにして） 7/15〜8/6 ……… ２０名様
★ 2. 没後３０年「高島野十郎展」
三鷹市美術ギャラリー
7/17まで ………… ５組様
★ 3.「唐鏡」
泉屋博古館 分館
7/23まで ………… ５組様
★ 4.「発掘された日本列島2006」
東京都江戸東京博物館
7/23まで ………… ５組様
★ 5. 生誕１００年記念「吉原治良展」
東京国立近代美術館
7/30まで ………… ５組様
★ 6.「世界報道写真展2006」
東京都写真美術館
7/30まで ………… ５組様
★ 7.「若冲と江戸絵画展」
東京国立博物館・平成館 7/4〜8/4 ………… ５組様
★ 8.「深大寺温泉 ゆかり」
平日入泉ご招待券
毎月第１水曜定休 …… ２０組様
★ 9. 観劇 新宿コマ劇場「弁慶」 主演 松平 健
ご入場引換券
………… １５組様
★10. 観劇 新橋演舞場「舟木一夫 特別公演」 申込みはがき
………… ５組様
★11. 観劇 歌舞伎座「八月大歌舞伎」
申込みはがき
………… ５組様
★12.『国立科学博物館常設展』
入館券引換券
7/31まで ………… ５組様
★13.『東京タワー水族館』
平日入館ご招待券
7/28まで ………… ５組様
★14.『ナムコ・ナンジャタウン』
ペア特別ご招待券
7/31まで ………… ５名様
★15.『サイコスタジアム ４Ｄギミック』
入場ご招待券
7/31まで ………… ５組様
★16.【ライオンズ VS 東北楽天】
SEIBUドーム ７/１１㈫・12㈬ 18：00 試合開始 （共通チケット） … ５組様
★17.【北海道日本ハム VS 千葉ロッテ】東京ドーム ７/１１㈫・12㈬ 18：00 試合開始 （共通チケット） … ５組様
★18.【北海道日本ハム VS 福岡ソフトバンク】 東京ドーム 7/30㈰ 18：00 試合開始 …………… ５組様
★19.【東京ヤクルト VS 巨 人】 神宮球場 ７/１４㈮ ・１５㈯ ・１６㈰ 18：00試合開始 （日付別チケット）… ５組様
★20.【東京ヤクルト VS 広 島】 神宮球場 ７/１７㈷ ・１８㈫ ・１９㈬ 18：00試合開始 （日付別チケット）… ５組様
★21.《横浜Ｆ・マリノス VS アビスパ福岡》 日産スタジアム 7/23㈰ 19：00 キックオフ ……… ５組様

『

■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。

ハ

ル
ンブ
サ
ン
ア
の
で楽しむ真夏の夜
リーク
ス
ウ

』

…ご予約受付中、お申込みはお早めに…

♪日

時 ７月２１日（金） １s t ステージ １８：３０〜
２nd ステージ ２０：００〜

♪場

所

ステージごとの入替制ではありません。

Pizza&Spaghetti 『ハウスリーク』
多摩市落合 6-12-10

TEL042-372-2828

♪お料理 コース料理 おひとりさま ￥２２００（税込）
内容：前菜、サラダ、スープ、ピザまたはスパゲッティ、
デザート、グラスワインまたはコーヒー・紅茶
☆ 追加オーダーは別料金にて承ります。

♪演

奏 「多摩ユースメンバー」による弦楽器アンサンブル

♪曲

目 ディズニーメドレー 星に願いを
ラルルー ほか
モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク
他数曲

（予定）
はがきに、点線で切ってお送り下さい。

✂

プレゼント応募用紙
第2希望

第1希望

) ★NO.(

★NO.(

第3希望
) ★NO.(

)

《応募方法》

♪お席のご予約承ります。(先着順、定員になり次第締切ります。)

■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。

♪ご予約を希望されるお客様は
FAX・おはがき・ホームページから人数、
およそのご来店時間をご記入の上、お申込みください。

http://www.sawayaka-mail.com

ご住所

☆２名様以下の場合、ご合席をお願いすることも
ありますがご了承下さい。

申込先

＊応募締切り
ハガキ：６月２８日㈬必着
バックナンバーのため、プレゼントの応募はできません。
FAX＆パソコン・携帯電話
お名前
：６月２８日㈬正午まで
様
＊応募多数の場合は抽選となります。
TEL
＊チケット１組は２枚です。

多摩市

お客様 照会番号
当店へのメッセージ

区

〠206-0033
多摩市落合 １−２０−１
０ ＡＳＡ多摩センター内
『ハウスリークで楽しむ
真夏の夜のアンサンブル』係まで
FAX 042-373-3154

http://www.sawayaka-mail.com

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

お知らせ：『ゆきえさんの絵本の会』７/１４（金）は定員に
なりましたので締め切らせていただきました。
たくさんのお申込みありがとうございました。

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）

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

