いまどきウォッチャ−

ド
ッ
り
ト
べ
コ
ゃ
ム
し
お

♪ミニミニクッキング♪
血液サラサラ！ 超カンタン！『たまねぎドレッシング』
材料

たまねぎ ‥‥‥‥‥‥２コ
砂糖‥‥‥‥‥‥‥‥大３
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥小２
酢・サラダ油 ‥‥‥‥３/４カップ
みりん・酒・しょう油 ‥１/２カップ

http://www.sawayaka-mail.com
2007年 6月25日 (月）vol.160
『街のたより』第６４回
第10回『初夏のフラワーアレンジメント講習会』
を終えて

つくり方：たまねぎはスライスして１５分放置した後、
ドレッシングにつけ込み、一晩 ねかせる。

人気もの
わ
が家には
犬が二匹います︒
一匹は 歳にな
るマルチーズの
﹃ゴ
ンタ﹄︑もう一匹は
ウエスト・ハイラン
ド・ホワイトテリア
の
﹃チョップ﹄
１歳
です︒
チョップはとってもいたずら好き ︒
ある日チョッ
…
プをいつものようにハウスに入れて外出しました︒
昼過ぎに戻るとなぜかチョップが玄関に ﹁…
ただ
いま〜！﹂
私は無意識にチョップに話しかけ頭を
なでなで ﹁…
エッ？なんで？﹂
ハウスを壊してチョ
ップは脱走していたのでした︒
うれしそうにしっぽ
をふるチョップを私は怒ることができませんで
した︒
ぼくは

(^-^;)

【橋本先生より】
２００２年のX masアレンジから始まった
講習会も早いもので１０回目。 オアシス
を使ったアレンジメント、木の実を使っ
たX masリース、
カサブランカを使った
大きな花束…技術的なことよりもその
場を楽しんでいただくことを大切にし
て回数を重ねてまいりました。
沢山の方々にご参加いただき、花に触
れる機会もふえたかと思います。植物
に触れると心も癒されますし、人にも
やさしくなれます。この企画を通じて、
心豊かなひとときを過ごしていただけ
れば幸いです。
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◆日程：６月１日（永山店フリースペース）
２日（イワオフリースペース）
◆花材：ひまわり・スプレーバラ・デルフィニューム
アスチルベ・レザーファンリーフ

※今月のキーワードは『ラニーニョ』です。
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 ︒

■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.「世界報道写真展２００７」
東京都写真美術館
★ 2.「礫川浮世絵美術館」
入館ご招待券
★ 3. ニュースパーク
「夏 朝日新聞と高校野球展」 日本新聞博物館
★ 4.「深大寺温泉 ゆかり」
平日入泉ご招待券
★ 5. 観劇 新宿コマ劇場「五木ひろし 特別公演 歌舞奏」ご入場引換券
★ 6. 観劇 新橋演舞場「舟木一夫 特別公演」
申込みはがき
★ 7. 観劇 歌舞伎座「八月納涼歌舞伎」
申込みはがき
★ 8.『野球体育博物館』
入館ご招待券
★ 9.『 横浜動物園 ズーラシア』
ペアご招待券
★10.『多摩 わんにゃんワールド』
入園ご招待券

…… １５組様
……… １５組様
………… ５組様
………… ５組様
7/31まで ………… ５組様
8/31まで ………… ５名様
7/31まで ………… ５組様
………… ５組様

★16.《横浜Ｆ・マリノス VS FC東京》 三ツ沢公園球技場 7/8㈰ 19：00 キックオフ

第2希望

第1希望

) ★NO.(

★NO.(

ご住所

多摩市

お名前
TEL
お客様 照会番号

) ★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
＊応募締切り
ハガキ：６月２８日㈭必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：６月２８日㈭正午まで
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。
＊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。

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

…………… ５組様

《応募方法》

第3希望

♪ 自己流でやっていましたが、基本を教えて頂き大変
参考になりました。自分で応用してみます。
永山 Mさん
♪ 前回のクリスマスリースとは違った華やかな作品に
仕上がりました。先生の指導もわかりやすく、お隣の
人とおしゃべりしながら楽しく、
きれいな（笑）時間を
すごすことができました。
匿名希望
♪ 毎回花の名前を知れて嬉しく思います。
いつも立派
な大きさの作品ができるのでプレゼントするかたも
大喜び！ 自転車のカゴに入れ、振動で横倒してはと
気がかりでずっと自転車を引きづって帰りました。
落合 Nさん

ステキなご提案をありがとうございます。夏休みの最後に
『親子で楽しむ寄せ植えの会』を企画する予定です。
楽しみにお待ち下さい。
所長

チャットボード

毎月第１水曜定休

★12.【東京ヤクルト VS 広 島】 神宮球場 7/24㈫ ・25㈬ ・26㈭ 18：00試合開始（日付別チケット）… ５組様
★13.【東京ヤクルト VS 中 日】 神宮球場 7/27㈮ ・28㈯ ・29㈰ 18：00試合開始（日付別チケット）… ５組様
★14.【ライオンズ VS 千葉ロッテ】グッドウィルドーム 7/1 0 ㈫・11㈬・12㈭ 18：00 試合開始（共通チケット）… ５組様
★15.【ライオンズ VS 東北楽天】グッドウィルドーム 7/2 4 ㈫・25㈬・26㈭ 18：00 試合開始（共通チケット）… ５組様

プレゼント応募用紙

♪ いつも楽しく参加させて頂いております。橋本先生
になおして頂くと一段とすてきになります。
永山 Yさん

8/5まで ………… ５組様
8/25まで ………… ５組様
7/7〜9/24 ……… ５組様

★11.〈2007 全国高等学校野球大会〉 一本杉球場他 ご招待券

✂

♪ 一年ぶりに参加しました。初夏にふさわしい華やか
でさわやかな色合いでとても素敵にできました。
永山 Hさん

♪ これで１５００円とはビックリです。小学生にもできる
ような（親子参加型など）のアレンジメントがあったら
楽しいと思います。
落合 Kさん

☆プレゼントコーナー☆

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

◎お寄せ頂いた ご感想を紹介します◎

お問合せ
お申込み先

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター

夏休みの自由研究はこれできまり ！

『新聞活用・スクラップ講習セミナー』
参加費
無料！

新聞記事を切り抜いて、自分だけの
スクラップブックを作ります。
そのためのポイントを学びましょう！

◆日時 ７月８日（日）
９：００〜１
１：００
（受付 ８：３０〜）
◆会場 多摩市立東寺方小学校 ３Ｆ学習室
住所：多摩市東寺方 １００番地
電話：０４２-３７１-４１５１
◆内容 自由研究に最適な 新聞スクラップ の
ポイント
◆対象 小・中学生及び保護者または担当の先生方
◆申込み締切 ６月２７日（水） 先着５０名
◆持ち物：
筆記用具（マーカーペンなど色ペンを含む）
はさみ、のり、定規
★受講者には、朝小・朝中 W オリジナル新聞スク
ラップ帳（A３判）
と新聞スクラップテキスト（A４判）を
差上げます。
★ 定員まであとわずか…締切は6/27（水）
です。
問合せ・申込みは
ASA 桜ヶ丘西部 TEL 042-375-8440 まで
詳細は6/23（土）に折り込まれたチラシをご覧下さい。

次回バスツアーの予告

『碓氷峠・遊歩道アプトの道探訪』
９月末〜１０月上旬を予定
旅行代金 ￥６３００
（予定）

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）

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

