いまどきウォッチャ−
♪ ことわざ ♪

ド
ッ
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ト
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こんなときには このひとこと

『海老で鯛を釣る』 小さなもので大きなものを手に入れる。
ラッキー！ 『棚から牡丹餅』 思いがけず得た幸運のたとえ。
『濡れ手で粟』
苦労しないで利益を得る。
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『一を聞いて十を知る』 物事の一部分を聞いて全体を理解する。
さすが！
『能ある鷹は爪を隠す』 実力のある者はふだんはそれを表さない。
エライッ
！
『縁の下の力持ち』
人目のない所で他人のために努力をする。
『虎穴に入らずんば虎児を得ず』 思い切った危険を冒さな
ければ利益や功名はたてられない。

『街のたより』第６２回

チャレンジ 『案ずるより産むがやすい』 始める前にいろいろ心配するよりも、
実際にやってみたら案外簡単だったりする。
『清水の舞台から飛び降りる』 一大決心をして思い切って
行動すること。

お知らせ
・カレッジ』開 催の
ズ
ッ
キ
・
ド
ン
モ
ヤ
髙 田 道 場『ダイ

人気もの

http://www.takada-dojo.com

レスリング教室
11：00〜12：30
ボクシング教室 14：00〜15：30
★各クラスとも定員５０名 両方参加も可能
★受付は各クラス３０分前からとします。
★選手エキシビジョン 13：30〜13：50 お見逃しなく！

会 場 国士舘大学 多摩キャンパスレスリング場
多摩市永山７-３-１ 小田急多摩線・京王相模原線永山駅下車

愛する
ノンちゃんへ …

鈴木敏和（第３１代全日本フェザー級王者
髙田道場キッズボクシング担当）
MC担当 向井亜紀
参加予定者 髙田延彦（髙田道場代表・PRIDE統括本部長）
西島洋介（髙田道場所属・PRIDEファイター）
小路晃（フリー・PRIDEファイター）
＼(＾ｏ＾)／ チエ（ハッスル所属レスラー）
ＫＵＳＨＩＤＡ（ハッスル所属レスラー）
♪スケジュールの都合により参加できない場合があります。

あなたがわが家
にやってきてもう

年︒
この間の夜 ︑
突 然 元 気が
11

髙田道場ダイヤモンド・キッズ・カレッジ
〶 142 - 0062 品川区小山３-６-６
TEL03 - 5749 - 5030／FAX03 - 5749 - 5031

日 時 ６月２４日（日）

参加対象 ４歳〜小学校６年生の男女 参加無料 見学自由
指導者 岩見沢智義・高橋基希（髙田道場キッズレスリング担当）

なくなって︑声も

出さずに横た
わっている姿を
見て本 当に
心 配しました︒
それでも
﹃お手 ！ ﹄
と言うと︑
そろそろと
﹃手﹄
を出してくれる姿が可 愛くて︑
いと
おしくて …でも悲しくて︑涙が止まりま
せんでした︒大 好きなお父さんの運 転で︑
いろんな場 所へ旅 行したり︑孫のＲＩＫＵ
ちゃん︑
ＫＡＩくんと遊んだり︑楽しいこと
いつまでも元 気でいてね︒
がいっぱい …

ぼくは

髙田道場『キッズレスリング＆ボクシング教室』

協 賛 ASA多摩センター・ニュータウン永山 大塚製薬
協 力 NEWS-DELI・国士舘大学レスリング部
お申込方法 本日折り込まれている緑のチラシの申込み用紙に必要
事項をご記入の上 FAX またはオンラインフォームにて
髙田道場あてにお申込み下さい。
（注意：当店での受付はできません）
申込締切 ２００７年６月１
６日（土）必着 定員になり次第締切ります。

☆プレゼントコーナー☆
※今月のキーワードは『八十八夜』です。

６月２４日（日）、総合格闘技『ＰＲＩＤＥ』で
おなじみ『髙田道場』のファイターたちが国士
舘大学にやってきます。
昨年９月にスタートした髙田道場主宰『キッ
ズレスリング＆ボクシング教室』は毎回大盛
況！ 多摩市で育つチビッコの心に一生忘れ
ない思い出が刻まれることを願い、今回は
ＡＳＡ多摩センター＆ニュータウン永山店が協賛
いたします。参加対象は４歳〜小学６年の男
女、 今の子供たちは野や山を走り、体をぶ
つけ合うことがない。格闘技で勝ち負けを
経験すると人の痛みがわかるようになる。
こうした教室を開いて、心身の環境を養う
空 間を作り上げていきたい！ 髙 田 延 彦 氏
が語るように、午前中はレスリング、午後は
ボクシング の 指 導を通じ、子 供たちは心 身
全体で遊びぬくことのすばらしさを体感し
ます。現役選手による迫力たっぷりのエキ
シビジョンには会場全体が大興奮！ 道場の
ＨＰを見て、遠くから参加する子供たちもい
るので、希望者は一日も早い申込を…。
真剣にぶつかリ合うがゆえに生まれるかけ
がえのない時間、夏休み前のエキサイティン
グなひとときをご一緒しましょう。

■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.「服部早苗 キルト日本の意匠展」
日本橋三越本店
5/15〜5/27 ………… ５組様
★ 2.「狩野派誕生」
大倉集古館
5/27まで ………… ５組様
★ 3.「山種コレクション名品選 前期」
山種美術館
6/ 3まで ………… ５組様
★ 4.「パリへ 洋画家たち百年の夢」
東京藝術大学 大学美術館 6/10まで ……… １０組様
★ 5.「グレゴリー・コルベール ａｓｈｅｓ ａｎｄ ｓｎｏｗ」 ノマディック美術館
6/24まで ……… １０組様
★ 6.「日本の幟旗」
日本民藝館
6/24まで ………… ５組様
★ 7.「聖徳記念絵画館」
入館ご招待券
6/30まで ………… ５組様
★ 8.観劇 国立劇場「双蝶々曲輪日記」出演：中村扇雀他
（応募申込みはがき）………… １０組様
★ 9.観劇 歌舞伎座「六月大歌舞伎」出演：藤十郎・幸四郎他予定
（応募申込みはがき） ………… ５組様
★10.『明治神宮 アイススケート場』
優待滑走券
6/30まで ………… ５組様
★11.『新横浜スケートセンター』
滑走ご招待券
6/30まで ………… ５組様
★12.『新横浜ラーメン博物館』
入場引換券
5/31まで ………… ５組様
★13.『箱根園水族館』
入館ご招待券
6/30まで ………… ５組様
★14.『京急油壺マリンパーク』
入園ご招待券
6/30まで ………… ５組様
★15.《東京ヤクルト VS 横浜》
神宮球場 5/8㈫・9㈬・10㈭ 18：20試合開始（日程別チケット）………
★16.《東京ヤクルト VS 阪神》
神宮球場 5/11㈮・12㈯・13㈰ 18：20試合開始（日程別チケット）……
★17.《ライオンズ VS オリックス》 グッドウィルドーム 5/1㈫・2㈬18：00試合開始／3㈷13：00試合開始 …
★18.《ライオンズ VS 横浜》
グッドウィルドーム 5/22㈫・23㈬ 18：00試合開始（共通チケット） ……
★19.《北海道日本ハム VS 東北楽天》 東京ドーム 5/15㈫ ・16㈬ ・17㈭ 18：00試合開始（共通チケット） ……
★20.【横浜Ｆ・マリノス VS 柏レイソル』ナビスコカップ
★21.【横浜Ｆ・マリノス VS 名古屋グランパスエイト』
★22.【横浜Ｆ・マリノス VS ＦＣ東京』
★23.【ＦＣ東京 VS ジェフユナイテッド千葉』
点 線 より切り取り、ハガ キに 貼ってく ださい 。

三ツ沢公園球技場
日産スタジアム
日産スタジアム
味の素スタジアム

✂

第2希望
) ★NO.(

★NO.(

第3希望
) ★NO.(

5/ 9（ 水）19：00キックオフ … ５組様
5/12（ 土）14：00キックオフ … ５組様
5/20（ 日）16：00キックオフ … ５組様
5/12（ 土）19：00キックオフ …１０組様

《応募方法》

プレゼント応募用紙
第1希望

５組様
５組様
５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。

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

区

＊応募締切り
ハガキ：４月２７日㈮必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：４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。
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

（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

当店へのメッセージ

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

チャットボード
好評！ 第１０回 『フラワーアレンジメント講習会』
を彩るかわいいアレンジをつくりま
せんか
テーブル
の
夏
？
初
◉日

時 ① ６月１日（金）１３：３０〜１
５：３０
ＡＳＡニュータウン永山店 ２Ｆフリースペース
② ６月２日（土）１３：３０〜１
５：３０
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。ご注意下さい。

◉材料費 ￥１
５
０
０（ステキなアレンジメントができあがります。）
日頃のご愛顧に感謝して残りの費用は当店で負担
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１
５名）になり次第、締め切らせて
いただきます。
◉参加ご希望の方は、参加日時をご記入の上、
ＦＡＸ・お葉書
ホームページからお申込み下さい。
〶 206 - 0033 多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター内

申込先

『初夏のフラワーアレンジ講習会』係まで
FAX042 - 373 - 3154 http://www.sawayaka-mail.com

大好評！ 第2９回 バスツアーのお知らせ

『ニッコウキスゲの霧ヶ峰高原と信州の美術館めぐり』
期
日 ７月1８日（水）
旅行代金 ８８００円 （昼食・車山高原往復のリフト・美術館入館料含む）
お申し込みは（株）朝日旅行会 TEL03 - 5777 - 6722 担当 笹島
本日（４/25）新聞チラシが折り込まれていますのでご覧下さい。

【お知らせと御礼】
４/１0号の 『さわやかメール』でお知らせした
ピッツェリア・ラパーラ初夏の特別企画
『南イタリア・マンマの味フルコースと南イタリアのワインを
合わせチャオ！』は 、即日定員となり、申込みを締切らせて
いただきました。 たくさんのご応募ありがとうございました。

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

