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世界に誇る
日本の自然と文化

♪日本の世界遺産♪

（登録地）

（登録年）

1993年 … 屋久島／姫路城／白神山地
法隆寺地域の仏教建造物群
1994年 … 古都京都の文化財
1995年 … 白川郷・五箇山の合掌造り集落
1996年 … 厳島神社／原爆ドーム
1998年 … 古都奈良の文化財
1999年 … 日光の社寺
2000年 … 琉球王国のグスク及び関連遺産群
2004年 … 紀伊山地の霊場と参詣道
2005年 … 知床
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『街のたより』第６０回

主婦の本音が常識を変える！『おしゃべり力』

暫定リスト物件：石見銀山／古都鎌倉の寺院・寺社
彦根城／平泉の文化遺産

去年のク
リスマス︑
ぼくのとこ
ろにもサン
タさんが
きたんだ！
と
…いうか︑
ご主人の
由香ちゃん
がオイラに
くれたこの人 形 ︑顔が骸 骨のサンタさんって
なんだかビミヨーだな 家の中では一番わが
ままで威張ってるから︑
このサンタさんにいつも
にらまれてる感じ …
︒今年は少し反省して
﹁ささ身の薫製﹂
と
﹁きびなご﹂
と
﹁ビスケット﹂
をいっぺんにおねだりしないで︑
ひとつだけにしよ
う！ オイラもそろそろ中 年だし︑頑 張って
今年の目標は守るぞ！ 落合モコちゃんより

人気もの

「Possibility＝可能性」「Ability＝能力」「Opportunity＝機会」、
フリーのアナウンサーとして活躍していた堤 香苗さんが出産
後、育児サークル『PAO』を前身とした『キャリア・マム』を
起業したのが１０年前、 特別なスキルがなくてもママたちが
頑張れる環境 を整えた企業性を模索した結果、主婦の特技と
もいえる「おしゃべり力」＝「くちコミマーケティング」に注目
が集まり１０万人の主婦ネットワークを展開するフラッグシップ
カンパニーとして急成長を遂げる。コミュニティ作りの原点は
遊園地みたいに楽しいウェブサイト…在宅ワークを支援する「お
しごと＠Home」や「全国くちコミ情報」をはじめ、熱血ブログ
「かなえ社長のほんねのはなし」やビッグセラー｢届かなかった
ラブレター」などの読み物も充実、 こんな商品だったらいいの
に… と思う主婦の本音がサイト内の掲示板に次々と書き込ま
れると、その声を実現したいと思う企業との関わりに発展しま
す。家事や育児のキャリアを生かし、自分らしく輝きたいと
思っている女性たちにはぜひ読んで頂きたい一冊です。

ぼくは

？
！

（株）キャリア・マム 代表取締役 堤 香苗著
〒206-0033 多摩市落合１-３-７-５０１
TEL ０４２-３８９-０２２０

http://www.c-mam.co.jp

☆プレゼントコーナー☆
鰆

※今月のキーワードは『

■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 ︒

✂

………………… １０名様
幕張メッセ
3/23〜3/25 ……… １０組様
山種美術館
3/10〜4/15 ………
5組様
大倉集古館
3/18まで ……… ５組様
ご招待券 (3/6〜3/8は休館)
3/26まで ……… 5組様
入館ご招待券
3/31まで ……… ５組様
共通入館ご招待券
4/1まで ………… ５組様
松岡美術館
4/22まで ……… ５組様
ワタリウム美術館
5/27まで ……… ５組様
平日入泉ご招待券
……… ２０組様
ご入場引換券
……… ２０組様
優待滑走券
3/31まで ……… ５組様
共通ご招待券
3/31まで ……… ５組様
平日入館ご招待券
4/27まで ……… ５組様
特別引換券（大人・子供をペアにして）3/31まで ……… ５名様
入館ご招待券
4/5まで ………… ５組様
入園引換券
3/31まで ……… １０組様
ご招待券 (4枚１組)
3/31まで ……… １５組様
入園ご招待券 (4枚１組)
6/30まで ……… １０組様
特別ご招待券 (4枚１組)
3月末日まで …… ５組様

《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.(

)

キャリアアップセミナー開催のお知らせ
〜主婦というキャリアで働く〜

★21.【横浜Fマリノス VS ヴィッセル神戸』
日産スタジアム
3/17（ 土） 16：00キックオフ … ５組様
★22.【横浜Fマリノス VS 大宮アルディージャ』 ナビスコカップ・三ツ沢競技場 3/21（ 祝） 15：00キックオフ … ５組様
★23.【FC東京 VS ジュビロ磐田』
味の素スタジアム
3/18（ 日） 16：00キックオフ … ５組様
点 線 より切り取り、ハガ キに 貼ってく ださい 。

ご希望の方は、左下応募用紙でお申込みください。

★主婦の「おしゃべり」の中にこそ、
マーケティングのヒントが隠れている。
この本は、そのヒントを読みとく貴重な
一冊だ。
経済評論家 竹村健一

』です。

★ 1. BOOK「おしゃべり力」
★ 2.「2007日本フラワー＆ガーデンショー」
★ 3.「桜さくらサクラ・２００７」
−花ひらく春ー
★ 4.「館蔵 花鳥画展」
★ 5.パルコミュージアム
★ 6.「聖徳記念絵画館」
★ 7.「竹久夢二美術館＆弥生美術館」
★ 8.「日本美術院の画家たち」
★ 9.「ブルーノ・タウト展」
★10. 深大寺温泉「ゆかり」
★11.《観劇》 新宿コマ劇場「北島三郎特別公演」
★12.『明治神宮 アイススケート場』
★13.『帆船日本丸＆横浜マリタイムミュージアム』
★14.『東京タワー水族館』
★15.『横浜・八景島シーパラダイス』
★16.『こどもの城』
★17.『富士急ハイランド』
★18.『多摩テック』
★19.『こどもの国』
★20.『さがみ湖ピクニックランド』

★（株）キャリア・マム様のご協力により、全国で発売中の

『おしゃべり力』（幻冬舎メディアコンサルティング ￥1260）を
１０名様にプレゼントいたします。
（応募NO.1）

■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。

「働きたいけど何ができるかわからない」
「ビジョンはあるけ
どプロセスがわからない」などステップアップできずにいる
方…自分らしく輝くための第一歩を見つけてみませんか？
◆日

時 ３月６日（火） 午前の部 1０：００〜11：３０
午後の部 1３：００〜1６：００
◎午前・午後のみでもご参加いただけます。
◆場 所 パルテノン多摩 ４階 第２会議室
◆参加費 無料
◆託 児 お子さまひとりにつき ２０００円（終日）
【当日スケジュール】
９：３０
受付開始
１
０：３０
パネルディスカッション コーディネーター 堤 香苗氏
１１：３０〜１３：００
（各自昼食）
１３：００〜 確定申告説明会
就業相談会 〜実際に在宅ワークの事例を紹介します〜
１
６：００
終了
◆お申込みは http://www.c-mam.co.jp 内の申込フォーム
からお願いします。

みにくる

セレクトショップ『Minicrew』からのお知らせ

店内は春グッズいっぱいです！
お気軽にお立ち寄りください♪
☆場 所
ASA多摩センター店2F
☆営業時間 12：00〜18：30
☆定休日
土・日・祝日 3/10・24
（土）
は営業いたします。

http://www.sawayaka-mail.com

ご住所

多摩市

お名前

様

バックナンバーのため、プレゼントの応募はできません。

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：２月２８日㈬必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：２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。

『高遠のコヒガンザクラを見に行こう！』
期

日 ４月10日（火）

旅行代金 ６３００円（弁当・城址公園入場券付き）

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター

出発地：多摩センター駅（７：００）→永山駅（７：１５）
【行程】 中央高速〜諏訪I.C〜杖突峠〜高遠城址公園（城址
公園内に咲く約１５００本のコヒガンザクラを見学、弁当
昼食）〜諏訪I.C〜中央高速〜出発地２０：００着予定
お申し込みは（株）朝日旅行会 TEL03 - 5777 - 6722 担当 笹島

TEL 042-372-5211

本日（2/25）新聞チラシが折り込まれていますのでご覧下さい。

〠 206-0033

お問合せ
お申込み先

大好評！ 第28回 バスツアーのお知らせ

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

