いまどきウォッチャ−

① 三 角 定 規に豆 二つ
②ひしもち 一つ
くっついて
③ 葉っぱも一 枚
とんできた
④ノコギリ二つ
⑤ あし 四 本
⑥ あっというまに
かまきりさん♪
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♪なつかしい絵かきうた♪
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『街のたより』第５６回

5

人気もの

わが家のおてんば娘﹃ミミちゃん﹄︵パピヨン６歳 ︶
です︒体 重３キロ︑美 容と健 康のため︑
レタス・カス
ピ海ヨーグルトなど︑毎 日のお食 事にも気を遣っ
て太らないようにしています︒ 名 前を呼ばれる
と喜んで突 進してきますが︑呼んだ人の手 前で身
をかわし何 事もなかったかのように振 舞います︒
怒ると吠えながらぐるぐると回ります︒身が軽い
ので高い所に上るのも得 意ですが︑
２歳の時に落
ちて脱 臼したことがあるので家 族はいつもハラハラ
しています︒いつまでも元 気で長 生きしてね︒

わたしは

『山本百合子ピアノコンサート』
〜展覧会の絵〜
ご縁があり、多摩市在住のピアニストの『山本百合子』
さんを
ご紹介できる機会に恵まれました。ご本人に多摩市での１２年
間を振り返っていただき、来る１
１月２日（木）パルテノン多摩で
開催される演奏会で、たくさんのお客様とご 一緒できれば
これほどうれしいことはありません。
所長

こんにちは。ピアニストの山本百合子です。
このたびパルテノン多摩で開く演奏会は３周年を迎えます。
１２年前、この多摩市にまいりまして初めて同ホールで演奏
会を開催して以来、たくさんの方たちとの出会いがありました。
その後、主人の転勤で留守をいたしましたが、数年前に戻っ
てからは毎年、こうしてまた演奏を通して、みなさんとお会
いできるようになりました。当時、幼稚園に通っていたふた
りの子供も今や、頼もしく成長しました。家族を通して築い
てきた、大切な人との繋がりや思い出は、かけがえのないも
のです。今回、想い出深いムソルグスキーの『展覧会の絵』
をお聴きいただきます。他に愛すべきショパン、神秘的な
美に溢れるスクリャービンを演奏いたします。みなさんとの
一期一会が、ずっと大切な絆になりますように…。

（∧∧ ）

６/２５号に登場した
『ピンキーちゃん』の
お友達です。

☆プレゼントコーナー☆
※今月のキーワードは『 キッザニア 』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.『東京セサミプレイス』 ご招待券
12/31まで …… ５組様
2.『ナムコ・ナンジャタウン』入場ご招待券12/31まで …… ５組様
3.『多摩テック』
ご招待券 (4枚１組)2007/1/1まで …10組様
4.『こどもの国』
入園ご招待券 (4枚１組)12/30まで …10組様

【プロフィール】
１９６０年熊本市に生れる。
１４歳で全日本学生音楽コンクールに入賞。
桐朋学園大学音楽学部卒業後、ニューヨークのジュリアード音楽院留学。
マスター・オブ・ミュージックの称号を得て大学院を修了。
ニューヨークのリンカーンセンター・ポールホールでリサイタルを開催。
イタリア・シエナのキジアーナ音楽院ディプロマ名誉賞受賞、最優秀者
コンサートに出演。
アメリカ、
ヨーロッパ各地で演奏活動、帰国後、日本
各地でリサイタル、室内楽と活躍中。現在、多摩市に在住。
地域に根ざした活動として同ホールでのリサイタルは３周年を迎える。
今春、オール・ラフマニノフのＣＤ製作に取り組み、近日中にリリースが
期待されている。

★ 5. 石内都 Mother （
s マザーズ）
東京都写真美術館
11/5まで ………… ５組様
★ 6.「ぼくらの小松崎茂展」
逓信総合博物館
12/3まで ………… 5組様
★ 7.「 陶器が語る来世の理想郷 中国古代の暮らしと夢」 大倉集古館
12/10まで ………… ５組様
★ 8. 明治神宮外苑創建８０年「聖徳記念絵画館」
入館ご招待券
12/31まで ………… ５組様
★ 9.「ビル・ヴィオラ：はつゆめ」
森美術館
2007/1/8まで ……… 5組様
★10.「アール・デコ・ジュエリー」
東京都庭園美術館
2007/1/14まで …… ５組様
★11.「ワタリウム美術館」
入館ご招待券
2007/1/28まで …… ５組様
★12.「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
★13. 観劇 歌舞伎座 『十二月大歌舞伎』出演：菊五郎・時蔵・松緑他予定 申込みはがき ……………… ５組様
★14.【横浜Ｆ・マリノス VS 大分トリニータ】
日産スタジアム
11/26 ㈰
14：00 キックオフ ……
５組様
★15.【ＦＣ東京 VS 横浜Ｆマリノス】
味の素スタジアム 11/23 ㈷
15：00 キックオフ …… １２組様
★16.【ＦＣ東京 VS 浦和レッズ】
味の素スタジアム 11/26 ㈰
14：00 キックオフ …… １２組様
★17.《プロ野球マスターズリーグ スペシャルパスカード》（１枚で２名様までご入場できます。） ………… 5組様
11/11（ 土）横浜球場（東京VS札幌） 12/3（ 日）東京ドーム
（東京VS福岡） 12/12（ 火）東京ドーム
（東京VS大阪）
2007/1/2（ 火）東京ドーム
（札幌VS東京）1/7（ 日）東京ドーム
（東京VS名古屋）

★18.〔2007 人気キャラクターカレンダー〕（女の子向け） ……………………………………………… ３０名様

点 線 より切り取って 、ハガ キに 貼ってく ださい 。

✂

《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.(

)

■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。

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：１０月２８日㈯必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：１０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）

山本百合子 〜展覧会の絵〜
ショパン：４つのノクターン Op.32-no1.2
Op.48-no1.2
スクリャービン：ソナタ
No.5 OP.53
ムソルグスキー：「展覧会の絵」
２００６年１１月２日（木） １９：００開演
パルテノン多摩 小ホール ２０００円
（全席自由）
山本百合子友の会 TEL042-339-0321

チャットボード
２つのX masスペシャル 同時募集のお知らせ
Ⅰ. 好評！『クリスマスフラワーアレンジメント講習会』
クリスマスを彩るステキなアレンジをつくりませんか？
①１２月１５日（金）
１３：３０〜１５：３０
ASAニュータウン永山店２F フリースペース
②１２月１６日（土）
１３：３０〜１５：３０
ASA多摩センター店向い イワオフリースペース
★日にちによって会場が異なります。ご注意ください。
☆材 料 費 ￥１５００（豪華なクリスマスアレンジができあがります）
日頃のご愛顧に感謝して残りの費用は当店が負担
いたします。
注）当店読者の方のご参加に限らせていただきます。
☆申込締切 定員（①②各１５名）になり次第、締め切らせて
いただきます。応募者多数の場合には抽選に
なることがあります。ご了承下さい。
Ⅱ. 『ゆきえさんの絵本の会』
毎年恒例のクリスマス企画です。今回は２〜４年生位の
お子様と楽しんでいただける演目を予定しています。
★日
時 １２月１５日（金）１９：００〜 （朗読時間約１時間）
★場
所 イワオフリースペース ASA多摩センター店向い
★申込締切 定員（３５名）になり次第、締め切らせていただきます。
★参 加 費 お一人様 ￥１０００のところ ￥５００で…。
当店配達エリア外からご参加の方は￥１０００と
なります。 ご了承ください。
申込先：参加ご希望の方はイベント名をご記入の上
ＦＡＸ・お葉書・ホームページからお申込みください。
Ⅰ は参加希望日をご記入ください。
Ⅱ は参加人数、お子様の年齢をご記入ください。
〒206-0033
多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター店
『クリスマスアレンジメント』係 または
『ゆきえさんの絵本の会』係まで
ＦＡＸ ０４２-３７３-３１５４ http://www.sawayaka-mail.com

年末恒例の築地・アメ横買い物ツアーを
好評！
バスツアー予告 予定しております。お楽しみに〜！
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

