いまどきウォッチャ−
♪日 本 語 雑 学♪
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解答と解説は下の欄です。

次のア〜オの漢字には、
それぞれひとつ仲間はずれに
なるものがあります。 仲間はずれはどれでしょうか？

①
②
③
④

ア竜胆
ア百舌
ア沙翁
ア米

イ椿象
イ木菟
イ聖林
イ粁

ウ羊歯
ウ善知鳥
ウ都伯林
ウ瓦

エ無花果
エ鳥黐
エ雅典
エ糎

オ虎杖
オ十姉妹
オ威尼斯
オ粍

緑宝園の看板娘
になって早６年︑
７歳になりました︒
毎朝 ︑
お店に出勤
して夕方になると
事務所に帰りま
す︒
一日中お店の
中で︑
うろうろ︑
ゴ
ロゴロ さ
…ぼって
寝ていることも多
いのですが︑
店内
きっての人気者︑
ご指名率 ＮＯ １.
の
﹃ななちゃん﹄
人気が揺らぐことはありません︒
小 顔で美 人 ︑温 厚な性 格と人なつっこさが
その秘密 ﹁…
ななちゃんは？﹂
お店にいらしたら
すぐに指名してください︒
お待ちしています︒

︻注︼ご指名料はいただいておりません︒︵笑︶

人気もの
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わたしは

『街のたより』第65回
高田道場『第４回ダイヤモンドキッズカレッジ』
を終えて
６/２４
（日） 国士舘大学多摩キャンパス内レスリング場にて
ルールという決め事の中で体と体をぶつけ
合い、勝つ喜び、負ける悔しさ、相手の痛み
や自分の痛み、自分より強い者、弱い者を
体で確かめ何かを感じさせる。‥‥真っ白
なキャン バス状 態の子 供の脳と肉 体に、
心身で遊びぬくことのすばらしさや楽しさを
思い切り感じてもらいたい！
高田 延彦

予想を上回る応募状況に関係者一同
ビックリ！ 最初は緊張していたキッズ
たちも、ライトグリーンの限定Ｔシャツ
に着替え闘志満々！

解答： ①ーイ ②ーエ ③ーア ④ーウ
解説：
① ア りんどう イ かめむし ウ しだ エ いちじく オ いたどり
イ椿象は、昆虫です。そのほかはすべて植物です。
② ア もず イ みみずく ウ うとう エ とりもち オ じゅうしまつ
エ鳥黐は、鳥や虫を捕まえるときに使うゴム状の粘着性の物質です。
ほかはすべて、鳥です。
③ ア シェクスピア イ ハリウッド ウ ダブリン エ アテネ オ ベネチア
ア沙翁は、人名です。そのほかはすべて、都市名です。
④ ア メートル イ キロメートル ウ→グラム エ センチメートル オ ミリメートル
ウ瓦は、重さの単位です。そのほかはすべて、長さの単位です。

【レスリングの部】
１
１
：００〜１２：３０ ７８名参加
準備体操⇒受身練習のあと、体の大きなコーチを相手にタックルやスパーリングに挑戦、一生懸命にぶつ
かっていく子供たちの表情は真剣そのもの、ＭＣの向井亜紀さんに励まされて会場の熱気もヒートアップ。
指導終了後の抽選会・握手会ではみんなニッコリ…。
【エキシビジョン】
ＰＲ
ＩＤＥのオープニングでおなじみ、茂戸藤先生の太鼓演奏に続き、小路選手VS西島選手、
ＫＵＳＨＩＤＡ選手
VS ＼（＾ｏ＾）／チエ選手による迫力満点のエキシビジョンを声も出さずに見入るキッズたち。
【ボクシングの部】
１４：００〜１
５：３０ ７０名参加
準備体操⇒拳の握り方を習ってシャドーボクシング開始、
ジャブ、ストレート、
フック、アッパー、一通りのパン
チを練習したあとはグローブをつけ、
コーチたちのミットめがけて打込みスタート、
しばらくすると交代の
ないコーチたちの方がヘトヘトに…？
！ なんと、漫才師『水道橋博士』がご子息と参加されていました。
（ 驚）
厳しくも和やかに終了。抽選会・握手会を経てフィナーレを迎えました。

☆プレゼントコーナー☆

ビッグイベントを終えて、ほっと一息つきながらも、来年の開催を計画中です。今回参加できなかった
地元のチビッコたち、今度こそお逢いしましょう！
ＡＳＡ多摩センター＆永山店所長
★このイベントの様子は高田道場ＨＰ、向井亜紀さんのブログ、
さわやかメールのＨＰでも紹介されています。

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 ︒

※今月のキーワードは
『セカンドライフ』
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.「スーパードッグカーニバル2007」
グッドウィルドーム 9/1㈯・2㈰ 9：00〜17：30 ……… ５組様
2. 映画鑑賞券「イタリア的、恋愛マニュアル」シネスイッチ
上映中 ………… ５組様
3.「北大路魯山人展」
日本橋三越本店
8/14〜23 ……… １０組様
4.「子どものいる情景」
山種美術館
9/2まで ………… ５組様
5. 森村泰昌「美の教室、静聴せよ」展
横浜美術館
9/17まで ……… １０組様
6.「景徳鎮 千年展」
渋谷区立松濤美術館
9/17まで ……… ５組様
7.「磯辺行久 SUMMER HAPPENING」
東京都現代美術館
9/30まで ……… １０組様
8.「深大寺温泉 ゆかり」 平日入泉ご招待券 毎月第１水曜定休※８月お盆の時期はご利用頂けません（詳細はお問い合せ下さい）… １５組様

★ 9.【東京ヤクルト VS 阪 神】 神宮球場 8/21㈫ ・22㈬ ・23㈭ 18：00試合開始（日付別チケット）…
★10.【東京ヤクルト VS 横 浜】神宮球場 8/24㈮ ・25㈯ ・26㈰ 18：00試合開始（日付別チケット）…
★11.【ライオンズ VS オリックス】 グッドウィルドーム 8/17㈮18：00・18㈯・19㈰17：00 試合開始（日付別チケット）…
★12.【ライオンズ VS 北海道日本ハム】グッドウィルドーム 8/24㈮18：00・25㈯・26㈰17：00 試合開始（日付別チケット）…
★13.【ライオンズ VS 千葉ロッテ】グッドウィルドーム 8/28㈫・29㈬・30㈭ 18：00 試合開始（共通チケット）…
★14.《横浜Ｆ・マリノス VS 横浜ＦＣ》
日産スタジアム
★15.《横浜Ｆ・マリノス VS サンフレッチェ広島》 日産スタジアム
★16.《ＦＣ東京 VS 大分トリニータ》
味の素スタジアム
★17.《ＦＣ東京 VS 柏レイソル》
味の素スタジアム
はがきに、
点線で切ってお送り下さい。

✂

8/11㈯
8/26㈰
8/11㈯
8/18㈯

19：00 キックオフ
19：00 キックオフ
19：00 キックオフ
18：30 キックオフ

…… ５組様
…… ５組様
… １０組様
… １０組様

《応募方法》
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多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

区

＊応募締切り
ハガキ：７月２８日㈯必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：７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

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）

実施日：５月３１日（木） 場所：ニュータウン永山店
◆作業の流れ◆
１３：００ 仕事の説明
１４：００ 翌日の朝刊に
折り込むチラシを
セットする作業
１
５：００ 夕刊の配達
それぞれの
担当エリアに移動
１
６：００ 仕事を終えての
質疑応答

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
プレゼント応募用紙
下記宛にお申し込み下さい。
第2希望
第3希望
第1希望
■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
)
) ★NO.(
★NO.(
) ★NO.(
バックナンバーのため、プレゼントの応募はできません。応募フォームよりお申し込み下さい。

ご住所

『 新 聞 配 達ってどんな仕 事？』
ニュータウン永山店では昨年に続き、多摩大学附属
聖ヶ丘中学校の課外行事の一環として、
３年生４人に
よる職場体験を実施しました。

職場体験を終えての感想いろいろ…
★ 働いている人たちはみんな文句一つ言わないで仕事をしっかり
やりこなしていたので、見習いたいと思いました。
★ 仕事で簡単なものはないことと、この仕事をする充実感を覗く
ことができました。
★ 働くことは大変だと思いますが、会話も多く大変な仕事も楽に
感じた。便利な機械がたくさんあって面白かった。
★ 職場の方々の雰囲気がとても良かったので、社会に出たときに
この経験を忘れないようにしたい。

木立統括マネージャーより
今まで経験したことのないチラシ作りでは、苦労していたようですが、
１０分位すると目に見えて上達していました。夕刊の配達も１件 のミス
もなくやりとげてくれました。この体験を通じて社会と関わっていく
ことの大切さ、面白さを感じとってくれていればうれしく思います。

夏休み特別企画『親子で楽しむ寄植えの会』
◎日 時 ８月２８日（火）１３：３０〜１
５：３０
◎会 場 ＡＳＡニュータウン永山店 ２Ｆ フリースペース
◎材料費 親子ペアで￥２０００ 日頃のご愛顧に感謝して残りの費用は
当店で負担致します。当店読者の方に限らせていただきます。
◎定 員 若干名 定員になり次第締め切ります。
（必ず保護者の方とご参加ください。）
◎参加ご希望の方は FAX・はがき・ホームページからお申込みください。
宛先： 〶206-0033 多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター内
『親子で楽しむ寄植えの会』係

FAX042-373-3154
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◆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

