いまどきウォッチャ−

ド
ッ
り
ト
べ
コ
ゃ
ム
し
お

♪ なつかしい 絵描きうた
（4）
♪
⑧
⑤
③
④
⑦

ブタ

②

① まるかいて︑ちょん
② まるかいて︑ちょん
③ まーるちょんちょん
④ まる ︑ちょんちょん
⑤ 大きなつの字
⑥ ちょんちょん
⑦ ちょんちょん
⑧ ブーブーブー

①

http://www.sawayaka-mail.com
2006年 7月25日 (火）vol.138

⑥

人気もの

初めまして︒生 後５ヶ月のミニチュ
ア・シュナウザーです︒
おじいさんみ
たいな顔だけど︑女の子です︒
ウチ
には小 学 生のお姉ちゃんが二 人
いて︑
とっても可 愛がってくれます︒
お散 歩デビューしてから２ヶ月 経
つけど︑
まだまだ緊 張 ︒早く楽し
くお散 歩できるようになりたいな︒
見かけたら声をかけて下さいね︒
ルル

わたしは

『街のたより』第53回

中学生の職場体験『新聞配達ってどんな仕事？』
課外行事の目的
①職業に関する基礎知識を養う。
②働く
ことの大切さ・楽しさ・大変さを実感する。
③興味や関心を広げ、自らの可能性を考える。
７月１２日（水）午後２時、永山店に集まってくれ
た多摩大学附属聖ヶ丘中学の３年生、 新聞販売
店ってどんなところ？ 新聞はどうやって自分
の家まで届くの？ 、素朴な疑問を胸に、３０種
類以上の職種の中から、第一希望でこの仕事を
志願してくれた男子５名が体験する初めての「新
聞配達」…２：３０夕刊が到着、２：５０、第２・第
４水曜に折り込む夕刊冊子『マリオン』をセット。
配達準備を整えて担当エリアに移動。バイクに
積まれた新聞を一部づつポストへ…配達カード
を入念にチェックする眼差しは真剣そのもの！
最後に新聞が一部余ってすごく焦った。 か
なり責任感がいる仕事。 バイクのカゴが空に
なった時は達成感があってうれしかった。 etc…
思い思いの感想を書き留めてもらい５：００解散。
雨が降らなくてヨカッタ。今度は朝刊にもトライ
してみてください。今日はおつかれさま、そして
ありがとう！
（所長＆スタッフより）

☆プレゼントコーナー☆
※今月のキーワードは『 冷やっこ 』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.『ふしぎ大陸南極展2006』 招待券
★ 2.『明治神宮 アイススケート場』 優待滑走券
★ 3.『新横浜ラーメン博物館』 入場引換券
★ 4.
★ 5.『サンシャイン国際水族館』 入場券
★ 6.『京急油壺マリンパーク』 入園ご招待券
★ 7.『ナムコ・ナンジャタウン』 特別ご招待券
★ 8.『科学技術館』
入館ご招待券
★ 9.『船の科学館』
招待券
★10.
★11.『こどもの国』
★12.『多摩テック』 プールオープン 9/10まで
★13.『さがみ湖ピクニックランド』

9/ 3まで … １０名様
9/30まで … ５組様
8/31まで … ５組様
9/30まで
9/30まで
9/30まで
8/31まで
9/30まで

★14. 映画特別鑑賞券 「胡同のひまわり」
★15. 石川賢治 月光写真展「天地水 月光浴」
★16.「エコール・ド・パリ展」
★17.「クリエイターズ」
★18.「竹久夢二美術館＆弥生美術館」
★19. 明治神宮外苑「聖徳記念絵画館」
★20.「さよなら ナム・ジュン・パイク展」
★21.「深大寺温泉 ゆかり」

…
…
…
…
…

５組様
５組様
５組様
５組様
５組様

入園ご招待券 (4枚１組)
ご招待券 (4枚１組)
特別ご招待券 (4枚１組)

12/30まで ……………… ５組様
9/30まで ……………… １０組様
2007/3月末日まで ……… ５組様

Bunkamura ル・シネマ
大丸ミュージアム・東京
松岡美術館
世田谷美術館
共通入館ご招待券
入館ご招待券
ワタリウム美術館
平日入泉ご招待券

上映期間中に限り有効 … ５組様
8/17〜9/5 ……………… ５組様
9/ 3まで ……………… ５組様
9/24まで ……………… ５組様
9/24まで ……………… ５組様
9/30まで ……………… ５組様
10/9まで ………………… ５組様
（8/13〜15はご利用できません）…

１５組様

★22.【ライオンズ VS 東北楽天】
SEIBUドーム 8/1 1 ㈮18：00・12㈯17：00・13㈰17：00（ 日付別チケット）…
★23.【ライオンズ VS 福岡ソフトバンク】SEIBUドーム 8/1 8 ㈮18：00・19㈯17：00・20㈰17：00（ 日付別チケット）…
★24.【ライオンズ VS 千葉ロッテ】
SEIBUドーム 8/2 2 ㈫・23㈬・24㈬ 18：00試合開始（共通チケット）…
★25.【東京ヤクルト VS 中 日】 神宮球場 8/４㈮ ・５㈯ ・６㈰ 18：00試合開始（日付別チケット）…………
★26.【東京ヤクルト VS 巨 人】 神宮球場 8/8㈫ ・9㈬ ・１0㈭ 18：00試合開始（日付別チケット）…………
★27.【東京ヤクルト VS 阪 神】 神宮球場 8/18㈮ ・19㈯ ・20㈰ 18：00試合開始（日付別チケット）………
★28.《横浜Ｆ・マリノス VS 大宮アルディージャ》 三ッ沢球技場 8/23㈬ 19：00 キックオフ …………
★29.《ＦＣ東京 VS アビスパ福岡》
国立競技場
8/23㈬ 19：00 キックオフ …………
はがきに、点線で切ってお送り下さい。

✂

《応募方法》

プレゼント応募用紙
第2希望

第1希望

) ★NO.(

★NO.(

第3希望
) ★NO.(

５組様
５組様
５組様
６組様
６組様
６組様
５組様
５組様

)

■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。

ＡＳＡニュータウン永山店にて
多摩市永山 2-19-1 tel 042-374-3411

職場体験を終えての感想いろいろ…
☆ちらしをはさむのが意外と大変。
☆職場に活気があって楽しかった。
☆新聞は
「商品」
という社員さんの心がけが
スゴイと思った。
☆終わったあとのすがすがしさが最高！
☆アルバイトしてみたい。
（∧‒∧）/
☆今日の体験をこれからの人生に生かしたい！

チャットボード

『夏休みスクラップコンテスト』のお知らせ
いよいよ夏休み！いっぱい遊びたい…
でも続ける学習も大切！
そこで『朝日小学生新聞』では
『スクラップコンテスト』を実施します。
新聞を毎日貼り付けて、
自分だけのノートをつくれば、
この夏の自由研究が完成します。
『スクラップコンテスト』の参加方法
応募用紙またはASA各店に直接お申し込みください。
1.特製スクラップブック＆スクラップテキストを
お届けします。
2.夏休み期間中に朝日新聞・朝日小学生新聞
朝日中学生ウイークリーのいずれかを2週間
スクラップしてください。
3.できあがったら、ASAに できました〜。と
連絡してください。
4.優秀な作品には、表彰状と賞品、参加者全員に
参加賞をプレゼントいたします。

http://www.sawayaka-mail.com

ご住所

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
お客様 照会番号
当店へのメッセージ

区

＊応募締切り
ハガキ：７月２８日㈮必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：７月２８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）

大好評！ 第24回バスツアーのお知らせ

夏休み親子で行く
ビーナスライン池の平ホテルでのリゾート
◆期
日 / ８月２７日(日）
◆旅行代金 / 大人８３００円 子供６７００円
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（7 / 2 5 ）
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

