いまどきウォッチャ−
♪ミニミニクッキング♪

ド
ッ
り
ト
べ
コ
ゃ
ム
し
お

シンプル白菜サラダ

材料： ハクサイ…1/4株
ベーコン…５枚
塩・こしょう・酢・サラダ油
コンソメ顆粒
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① ハクサイは薄切り。塩もみして水分はしぼる。
② ベーコンを５ミリ位に切る。
カリッと炒める。
③ 酢大３、
サラダ油大３、塩・こしょう少々、コンソメ小１を
混ぜてドレッシングをつくりハクサイにかける。
④ ベーコンを熱いうちに加える。
混ぜてなじませ味を調える。
出来上がり♪

♪言葉豆知識♪

『ポチ袋』
って？

お年玉などを入れる『ポチ袋』
とは…
「ポチ」を漢字で書くと
「点」
となり、
「 小さい」
「わず
かな」
というような意味。そこから「ポチ袋」
＝
「小さ
な袋」、
「独りぽっち」や「これっぽち」も同じ由来。

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 ︒

☆プレゼントコーナー☆
★
★
★
★
★
★
★
★
★

人気もの

名前は
﹃ころん﹄
家族のいる所
にはどこでも
ついてくる
好奇心一杯
の仔ねこです︒
おかげで︑
お風呂のお湯
に落っこちたり︑
トイレに閉じ込め
られたり︑
ガスコン
ロの火でしっぽを焦がしたり …
事件︵！︶
が絶えません︒好きな物は
﹃どんぐり﹄ コロコロ転がるのがおもし
…
ろくて︑夢中で追いかけます︒
ソファの
下は転がされたどんぐりの貯蔵庫に
なってしまいました︒

ぼくは

『街のたより』第５８回

〜今年もたくさんの想い出をありがとうございました〜
当店の『デリバリーサンタ』が活動を始めて、早くも
７年目の冬を迎えています。小さかったお子さんも
大きくなって、今では大人だけの静かなひとときを
迎えているご家庭にも メリークリスマス！ いきな
りやってきた白髭のおじさんを暖かく迎えて下さっ
たみなさん…ありがとうございました。
子供会や幼稚園、ご家庭でのパーティにも数多く参加、
今年デビューしたサンタさんにとっては何もかもが
初体験…小さなお子さんが泣き出してしまったり、
髭を取られそうになったり、ハプニングも続出ですが、
今年一番の感激は『貝取こぶし館』にお伺いしたとき、
『ちびまるくらぶ』のみなさんひとりひとりから サ
ンタさんあてのお手紙 を頂いたこと…あらかじめ
お手紙の準備をしていただいたなんて… ウルウル、
ぐしゅん！ 現場＆編集スタッフ一同、本当に感動
いたしました。今年の任務も本日をもって終了しま
すが、たくさんのお子さんとすごした楽しいひとと
きをサンタさんが忘れることはありません。
また来年お会いしましょう！

当店の配達スタッフ(18才以上）
として一緒に はたらいてみませんか？
週３日〜６日でもOK! …あなたの都合で勤務できます…
朝刊・夕刊ともに自転車でも配達できます。
あなたの時間を有効に利用してみませんか？
詳細については当店までお問い合せ下さい。 TEL042-372-5211 担当/河合

✂

《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.(

)

チャットボード

※今月のキーワードは『 おせち料理 』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。

1.『福山雅治 PhotoStage 記憶の箱庭 』 森アーツセンターギャラリー 2007/1/14まで ……… １０組様
2.『Uta祭−2007 都はるみコンサート』新宿コマ劇場 ご入場引換券 ………………………… ５組様
3.『Uta祭−2007 小林 旭コンサート』新宿コマ劇場 ご入場引換券 ………………………… １０組様
4.「ナムコ・ナンジャタウン」ペア特別ご招待券
20071/31まで ……………………… ５名様
5.【RICE BOWL】大学チャンピオンVS社会人チャンピオンチーム
東京ドーム 2007/1/3 キックオフ14：00 ………………………………………… ５組様
6.【マイクロソフトカップ】
ジャパンラグビートップリーグ 2006・2007プレーオフトーナメント
秩父宮ラグビー場 2007/1/28 キックオフ14：00 …… ご希望枚数お知らせ下さい。
7. 滝平二朗 きりえカレンダー …………………… １５名様
8. サザエさんカレンダー …………………… …… ２０名様
9. 朝日の家計簿 2007 …………………………… １０名様

点 線 より切り取り、ハガ キに 貼ってく ださい 。

『サンタクロースと子どもたち』

■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。

12/10『さわやかメール』
チャットくんクリスマスクイズの答えは
「 E 」でした！
たくさんのご応募ありがとうございました！
まちがい箇所：A＝影の位置が違う。
B＝
→
C＝ツリーのかざり
が １つ足りない。
D＝建物の屋根の小窓が無い。
F＝教会の十字架の大きさが違う。
と、いうことで間違いのないブロックは『E』
でした。

☆オルゴール当選者発表☆
前澤 紘一様
田中 真次様
下田 修様
佐藤 実様

山口 松男様
小野寺 憲治様
片岡 春彦様
有竹 一智様
古屋 誠一様
鯨井 宣良様
おめでとうございます！

大好評！ 第27回バスツアー

『早春花の房総めぐり』

期日／１月２３日（火）
旅行代金／６９００円

本日（12/25）、新聞ちらしが折り込まれていますのでご覧下さい。

http://www.sawayaka-mail.com

ご住所

多摩市

TEL

お客様 照会番号
当店へのメッセージ

区

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）

休止の間、お取り置きのサービスがありますので、ぜひご利用
ください。
（新聞は月ぎめ定価のため、お値引きは１週間以上が対象となります。）

発行所
発行部数12000部

万個のライトがきらめく
様子は夢のよう …
冬の風物詩﹃多摩センター
イルミネーション﹄
を眺めな
がら︑
２００６年も終りを
迎えようとしています︒
Ａ３サイズになって早１年︑
月からはインクの色も
一新 ﹃…
さわやかメール﹄
と
﹃おしゃべりドットコム﹄
の読み
心地はいかがでしょうか？

様

年末年始 お留守のため 新聞を一時休止されるお客様へ
上半期はレストランイベ
ントを中心に︑下半期は
いくつかの X mas
企画を
通じて多くのお客様と
楽しい時間をすごすことが
できました︒
イベントについ
てのご提案などがございま
したらお知らせ下さい︒
今後の参考にさせていただ
きます︒
今年一年のご愛読に
心より御礼申し上げます︒
所長

お名前

バックナンバーのため、プレゼントの応募はできません。

＊応募締切り
ハガキ：１２月２７日㈬必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：１２月２７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。

◆ＡＳＡ多摩センター
多摩市落合1-20-10
TEL 042-372-5211
FAX042-373-3154
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◆ＡＳＡニュータウン永山
多摩市永山2-19-1
TEL 042-374-3411
FAX042-371-1531

