いまどきウォッチャ−
漢字

ド
ッ
り
ト
べ
コ
ゃ
ム
し
お

ぐるぐる

パズル
リストの漢 字を白マスに
入れて漢 字しりとりを
完 成させてください。
リストに残った四つの漢字
でできる熟語が答えです。

温会学空後口行紅
合事室日就宿食心
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答え

リ
ス
ト

『街のたより』第６８回

多摩爛漫

人水星盛絶大団町
倒動腹抱力

第１９回『大妻多摩祭』

答えは下欄です。

人気もの

町 田 野 津 田 公 園にて

家に連れて帰る

漢字ぐるぐるパズルの答え⇒抱腹絶倒

多摩市唐木田２-７-１
大妻女子大学多摩キャンパス
小田急多摩線 唐木田駅下車徒歩７分
お問い合せ：大妻多摩祭実行委員会
TEL 042-372-9120
http://www.geocities.jp/otsuma̲tamafesta/
※お車でのご来場はご遠慮下さい。

【タイムスケジュール】

母 親のリリィ
︵ ダックスフン
ド︶
とはペット
ショップで出会
い︑
よくある話
ですが︑
お店で
１時間程考え
あぐねた結果 ︑

ことにしました︒
あれから９年 …
３匹の子犬を
産んで︑
その中
のモモ
︵メス︶
を
家に残すことにしました︒
モモも７才になります
が︑母親とずっと一緒にいるせいでしょうか？
子犬っぽいところが抜けきらず︑散歩中などよく
子犬に間違えられてしまいます︒彼女たちと
これから何年一緒にすごせるかわかりませんが︑
病気をしないで長生きしてほしいと思います︒

わたしたちは

１１月３日（祝）１０：００〜１８：１０
４日（日）１０：００〜１６：００

１
１/３
（祝）
１２：００〜 ミス大妻コンテスト
（第１部）
１５：００〜 無料お笑いライブ（特設ステージ）
（90分） 出演/いつもここから
あれきさんだーおりょう・超新塾
１６：４５〜 BINGO
１８：００〜 打ち上げ花火（球技場）
（１０分）
★雨天の場合は４日に延期
１
１/４
（日）
１２：３０〜 ミスター大妻コンテスト
（当日参加もあり）
１５：００〜 成宮寛貴トークショー
（６０分） （有料・大講議室 全席指定）
※当日券若干あり、販売は１
１：００〜
★開場時間前（１０：００）に学校付近に並ぶのはご遠慮下さい。

☆プレゼントコーナー☆

１５：００〜 ミス大妻コンテスト
（第２部）
１６：１５〜 BINGO

学園祭シーズン到来！ 自然に恵まれた広大なキャンパスを
彩る
『大妻多摩祭』が今年も華やかに開催されます。
特設ステージでは『ミス大妻コンテスト』をはじめ、豪華賞
品が当たる
『Ｂ
ＩＮＧＯゲーム』や『ミスター大妻コンテスト』
を
実施。
毎年大好評のお笑いライブ（無料）には『いつもここから』
のおふたりが登場！ 人気俳優『成宮寛貴』さんのトーク
ショー
（有料）もお見逃しなく。
フリーマーケット・スタンプラリー・クロスワードラリーは
両日開催。
焼きそば・おでん・ワッフルなどの模擬店もいろいろ。
夜空を彩る
『花火大会』は１１/３
（祝）の１８：００〜。
秋の一日、ご家族やお友達と活気あふれる
多摩キャンパスに出かけてみませんか？

※今月のキーワードは『 ハロウィーン 』です。

携帯からもかんたんアクセス！→

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. 特別展「児玉 希望 ー日本画と写生の世界ー」
泉屋博古館分館
12/9まで ……… ５組様
★ 2.「富岡 鉄斎展 ー躍動する形と色ー」
大倉集古館
12/16まで ……… ５組様
★ 3.「インド・大地の布」
日本民藝館
12/20まで ……… ５組様
★ 4.「竹久夢二美術館・弥生美術館・立原道造記念館」
３館共通入館ご招待券 12/24まで ……… ５組様
★ 5. 松岡コレクション
「近代日本画展」
松岡美術館
12/24まで ……… ５組様
★ 6.「クマグスの森展」南方熊楠の見た宇宙
ワタリウム美術館
2008/2/3まで …… ５組様
★ 7.「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
★ 8.『新横浜スケートセンター』
滑走ご招待券
12/31まで ……… ５組様
★ 9.『明治神宮アイススケート場』
優待滑走券
12/31まで ……… ５組様
★10.『紙の博物館』
入館ご招待券
2008/3/30まで …… ５組様
★11.『 横浜動物園 ズーラシア』
ペアご招待券
11/30まで ……… ５名様
★12.『箱根園水族館』
入館ご招待券
12/31まで ……… ５組様
★13.『京急油壺マリンパーク』
入園ご招待券
12/28まで ……… ５組様
★14.『ナムコナンジャタウン』
特別ご招待券
12/31まで ……… ５組様
★15.『東京ジョイポリス』
入場券
2008/3/31まで …… ５組様
★16.『多摩テック』
ご招待券(4枚１組)
12/31まで ……… ５組様
★17.【ＦＣ東京 VS ガンバ大阪】
味の素スタジアム 11/18㈰ 14：00 キックオフ … １０組様
★18.【横浜Ｆマリノス VS 鹿島アントラーズ】 日産スタジアム 11/10㈯ 16：00 キックオフ …… ５組様
★19.【横浜Ｆマリノス VS アルビレックス新潟】 日産スタジアム 11/24㈯ 14：00 キックオフ …… ５組様

点 線 より切り取って 、ハガ キに 貼ってく ださい 。

✂

http://www.sawayaka-mail.com

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

区

＊応募締切り
ハガキ：１０月２９日㈪必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話
：１０月２９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。

〠 206-0025

（↑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

２つのX masスペシャル 同時募集のお知らせ
Ⅰ 好評！
『 クリスマスフラワーアレンジ講習会』
クリスマスを彩るステキなアレンジをつくりませんか？
〜 初めての方も ぜひご参加下さい。〜
① １２月１４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 １２月１５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
５００
（豪華なクリスマスアレンジができあがります。）
日頃のご愛顧に感謝して残りの費用は当店が負担いたします。
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１２名）になり次第、締め切らせていただ
きます。 応募者多数の場合には抽選になることがあります。
ご了承下さい。

Ⅱ 『ゆきえさんの絵本の会』

《応募方法》

■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
バックナンバーのため、プレゼントの応募はできません。
ない機種がありますのでご了承下さい。) の
)
) ★NO.(
★NO.(
) ★NO.(
応募フォームよりお申し込み下さい。

ご住所

チャットボード

お問合せ
お申込み先

多摩市永山 2-19-1
ＡＳＡニュータウン永山

毎年恒例のクリスマス企画です。今回は３〜５年生位のお子様と
楽しんでいただける演目を予定しています。
会場スペースの都合上、お申込みは当店読者の方とご家族だ
けに限らせていただきますのでご了承下さい。
大人の方おひとりでのご参加も歓迎いたします。
★日
時 １２月１４日（金） １
９：００〜（朗読時間 １時間）
★場
所 イワオフリースペース ＡＳＡ多摩センター店向い
★申込締切 定員（３５名）になり次第、締め切らせていただきます。
★参 加 費 お一人様 ￥１
０００のところ ￥５００で…。
参加ご希望の方はＦＡＸ・お葉書・ホームページから
お申込み下さい。
参加人数、お子さまのお名前・年齢をご記入ください。

お申込み先はこちら↓
〒206-0033 多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター店内
『クリスマスアレンジ講習会』係 または
『ゆきえさんの絵本の会』係 まで
ＦＡＸ ０４２-３７３-３１５４ http://www.sawayaka-mail.com

TEL 042-374-3411

FAX042-371-1531
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）

大好評！ 第31回バスツアー

『修善寺の紅葉とみかん狩り』
は本日（10/25）
のちらしをご覧下さい！
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

