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♪日 本のあいさつ 共 通 語と方 言♪
共通語にはない独特の味わいをもつ各地の方言を
いくつか ご紹介しましょう。
共通語：おはよう（ございます）
方 言：おひんなり
（石川県） いあんばいです
（静岡県）
おきあがったけー
（熊本県天草郡） こんちゃらごあす
（鹿児島県）
共通語：おやすみなさい
方 言：やしめわなあ（秋田県旧平鹿郡） おすんまり
（石川県金沢市）
おしおーござります
（徳島県） いざっこざれ（長崎県五島列島）
共通語：こんにちは
方 言：だんだんどうも（新潟県） おゆるしな（和歌山県日高郡）
うがみしょうらん（鹿児島県奄美大島）
共通語：ありがとう
方 言：なんもえらねやず（青森県） わりいっけねぇ
（静岡県）
だんだん（島根県・愛媛県） ちょうじょう（熊本県）
共通語：こんばんは
（島根県）
方 言：おしまいでございました（神奈川県高座郡） ばんじまして
しもーたかえ（大分県） ちゃあびら
（沖縄県）
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『こどものアトリエ キッズアート』
瀬尾 理恵
多摩市永山 ５-３４-２１-３

TEL&FAX ０４２-３３７-０９０６

名 前は
﹃エル﹄︑
セントバーナードの
女の子︵２才 ︶
です︒ 愛 情たっぷり
に育った
﹃エル﹄
は腕も足もどっしり
と太く︑表 情も豊かで道 行く人の
人 気 者です︒おねだりする時の
上 目 遣いがチャームポイント︑
アイ
コンタクトもできる大 物ぶりを頼
もしく思います︒

開設９年を迎えた『こどものアトリエ キッズアート』は「絵画・造型教室」と
いうより、絵を描いたり、ものを造ったりすることが大好きな子どもたちの
ために用意された「制作の場」と言ったほうがいいかもしれません。
作品づくりについては 楽しく 真剣に がモットー、限られたスペースの
中でも、ひとりひとりが積極的にアートを楽しむ様子が感じられます。 今日
は何やるの？ とやる気満々の子から 疲れたよ〜！ という子まで色々です
が、さっきまでおしゃべりをしていた子も驚くほどの集中力で自分の作品と
向合う姿が印象的です。１〜２年に一度、ベルブ永山で開催する展覧会（次回
はまだ未定）に来場された多くの方から 楽しかった！ パワーをもらいま
した。 などの感想が寄せられます。
『子どもたちの作品が誰かの心を暖かく
する…アートのもつすばらしいエネルギーをこれからも子どもたちに伝えて
いきたい！』とおっしゃる瀬尾先生のお人柄には子どもたちへのやさしさが
あふれています。

わたしは
人気もの

【こどものアトリエ キッズアート 生徒募集のご案内】
☆絵や工作がお好きなお子さんならでなたでも…。
感じる心、考える力、創造する力を育てます。
① 自宅の小さなアトリエです。少人数クラス制
② 曜 日・時 間 週１回 １時 間
曜日とクラスについてはお問い合せ下さい。 原則として月４回ですが、祝日・
年末年始・春休み・展覧会などの月は月３回のこともあります。
③ 月謝 ４０００円 + 教材費実費
④ クラス見学および体験レッスン随時受付中です。
（電話またはFAXでご予約ください。）
火曜日クラス新設の予定です。

☆プレゼントコーナー☆
※今月のキーワードは『 いわし雲 』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。

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.「パルコミュージアム」入館ご招待券 10/14まで … ５組様
★ 2.「熊野 雪 桜」 東京都写真美術館 10/21まで … ５組様
★ 3.「キスリング展」
府中市美術館
10/13〜11/18 …… １０組様
★ 4.「礫川浮世絵美術館」
入館ご招待券
11/25まで …… ５組様
★ 5.「シャガールとエコール・ド・パリ コレクション」 青山ユニマット美術館
11/30まで …… ５組様
★ 6. 大和文華館所蔵「富岡鉄斎 躍動する形と色 」
大倉集古館
10/6〜12/16 ……… ５組様
☆ 7.【観劇】国立劇場 １
１月歌舞伎公演『摂州合邦辻』 申込みはがき
………………… １０組様
☆ 8.【観劇】歌舞伎座『十一月大歌舞伎』
申込みはがき
…………………… ５組様
★ 9.「深大寺温泉 ゆかり」
平日入泉ご招待券 毎月第１水曜定休日 … １５組様
★10.『第４７回全国模型ホビーショー』幕張メッセ
入場ご招待券
10/13㈯／14㈰ …… ５組様
★11.『映像ミュージアム』
入館ご招待券
11/30まで …… ５組様
★12.『地下展』空想と科学がもたらす闇の冒険
日本科学未来館
2008/1/28まで …… ５組様
★13.『科学技術館』
入館ご招待券
11/30まで …… ５組様
★14.『ねこたま キャッツリピン』
ご招待券（お台場）
10/31まで …… ５組様
★15.『 多摩 わんにゃんワールド』
入園ご招待券
10/31まで …… ５組様
★16.『サンリオピュ−ロランド』
特別入場券
10/31まで … １０組様
★17.『マッスルパーク』
アトラクション利用券
10/31まで …… 5組様
★18.『多摩テック』
ご招待券(4枚１組)
10/1〜12/31 …… ５組様
★19.『こどもの国』
入園券(4枚１組)
12/30まで …… ５組様

チャットボード
『山本百合子ピアノリサイタル』へのお誘い
〜愛の奇跡〜 クララ・シューマン／ジョルジュ・サンド
ブラームス：
「３つの間奏曲」
「６つの小品」
ショパン ：
「ノクターン」
「バラード第３番」
「 英雄ポロネーズ」
「スケルツォ 第２番」
日時 １
１月１日（木）１９：００開演
パルテノン多摩 小ホール TEL042-375-1414
全席自由 ２０００円
お問い合せは『山本百合子友の会』
まで
TEL042-339-0321
http://www.ne.jp/asahi/yuriko.y/pianist/index.html
山本百合子さんからのメッセージ

★20.《ＦＣ東京 VS 横浜Ｆ・マリノス》
味の素スタジアム 10/6㈯ 14：00 キックオフ … １０組様
★21.《横浜Ｆ・マリノス VS 川崎フロンターレ》 日産スタジアム 10/10㈬ 19：00 キックオフ … １０組様
★22.《横浜Ｆ・マリノス VS 清水エスパルス》 日産スタジアム 10/20㈯ 19：00 キックオフ …… ５組様
はがきに、点線で切ってお送り下さい。

✂

《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.(

毎年秋に開催するリサイタルも今年
で４周年を迎えます。
パルテノン多摩小ホールは１３年前、
帰国後初めての演奏会を催したホー
ルでもあり感無量です。
前半はブラームス晩年の小品集を、
後半はショパンの名作を演奏します。
ブラームスが愛した「クララ・シュー
マン」、ショパンが愛した「ジョルジュ
・サンド」…天才に恵まれた男と出
合い、愛し、支え、生涯作曲への情
念を燃やさせ続けたふたりの女性の
生きざまを作品を透して見届けて頂
けたらと思います。
秋のひととき、ホールにてみなさまと
お会いできますことを心よりお待ちし
ております。
百合子

)

■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

＊応募締切り
多摩市
バックナンバーのため、プレゼントの応募はできません。
ハガキ：９月２８日㈮必着
FAX＆パソコン・携帯電話
お名前
：９月２８日㈮正午まで
様
＊応募多数の場合は抽選となります。
TEL
＊チケット１組は２枚です。

お客様 照会番号

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

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

大好評 ！ 第3１回 バスツアー

『修善寺の紅葉とみかん狩り』
◆期
日 １１月2２日（木）
◆旅行代金 6８００円（昼食・みかん狩りつき）
お申し込みは（株）朝日旅行会 TEL03-5777-6722 担当 笹嶋
本日（９/２５）、新聞チラシが折り込まれていますのでご覧下さい。

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

