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書けなかった漢 字ワースト１０
★小学校で習う漢字では…
えい
① 人工衛星
せっ
② 支払いは折半で
ひ
③ 交通費
そう
④ 楽器演奏
さく
⑤ 策略
い
⑥ 遺伝子
む
⑦ 夢中にな
る
うら
⑧ 裏表
え
⑨ いい笑顔
か
く
⑩ 覚悟する

★常用漢字では…
ぎゃく
❶ 児童虐待
いや
❷ 心を癒す
よう
❸ 人権擁護
せん
❹ 推薦入学
ちゅう
❺ 和洋折衷
は
❻ 覇権争い
ぼう
❼ 膨大な財政赤字
ぎ
❽ 遊戯施設
わい
❾ 贈収賄
かん
注意喚起

①衛 ②折 ③費 ④奏
⑤策 ⑥遺 ⑦夢 ⑧裏
⑨笑 ⑩覚

❶虐 ❷癒 ❸擁 ❹薦
❺衷 ❻覇 ❼膨 ❽戯
❾賄
喚

※今月のキーワードは『 つるし雛 』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。

『ななれんぷピアノ教室』

〜 ＫＯＴＥＴＳＵ 〜

☆プレゼントコーナー☆

『街のたより』第７２回

人気もの

は決まって

犬を飼う
前から
この名前

いた︒
そし
て１年前 ︑
わが家に
やってきた
のは
﹃トイ
プードル﹄
だった︒散歩中に名前を聞かれ︑﹁コテツで
す︒﹂
と答えると
﹁ 一 度 聞いたら忘れられ
ない名 前ね！ ﹂
と言われることもあるが︑
ほとんどは
﹁プ〜ッ！﹂
と吹き出されてしま
う︒名前を呼ぶと︑
どこにいても顔を見せに
くる
﹃コテツ﹄︒
お客様が来ると︑一人一人に
熱烈大歓迎 ︒性格がおもしろく︑
かたとき
も目が離せないわが家の人気者です︒

ぼくは
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講師：大坪 夕美 桐朋学園大学ピアノ科卒
多摩市豊ケ丘 １-５８-２-２０４
電話 ０４２-３５６-０４４７ 携帯 ０８０-１
０５８-７８３２
ピアノに興味があり弾いてみたい気持ちがあるのに、
その一歩を踏み
出せないでいる方へ… 今回はみなさんが弾きたいと思っていた憧れ
の曲をわずか１年で弾けるように指導して下さる大坪夕美先生の魅力
をクローズアップしていきます。
（本文は先生ご自身によるプロフィール紹介より引用させていただきました。）

【ピアノ教室開講！】
私はウィーンやスペインでピアノを勉強し、オーケストラや室内楽と共演を
重ねてきました。 現在は日本語の創作オペラを全国で公演するオペラシ
アターこんにゃく座でピアニストをしています。 私がスペインに留学した時、
ピアノの教え方が日本とまるで違うのに気付きました。 日本ではしっかりしたカリキュラムに基づいて、
音を間違えないで弾くことを生徒に要求します。ところがスペインでは、テクニックよりも生徒の弾きたい
曲を必ず一曲取り入れて、生徒の感性を重視しながらテクニックや音楽性を磨きます。すると楽しく練習
ができ、楽しくレッスンができるため、
どんどん上達していきます。 私もこのようなピアノ教室を始めてみ
たい… こう思ったのが教室開講のきっかけでした。
【１年もあればあなたも冬ソナが弾ける！
！】
全くの初心者でも、
ピアノに興味があり、弾いてみたいという気持ちがある方なら、必ず１年で弾きたい曲を
完成させることができます。 私は生徒さんのそれぞれのレベルに合わせて、楽譜を書き直して簡単にし
たり、逆に音を付け足して複雑なかっこいい和音にしたりして、その曲を楽しめるように努めています。
できれば、おうちに眠ったままになっているピアノをお持ちのご年配の方にも、是非ピアノを始めていただき
たいと思っています。 一年後に「エリーゼのために」や「冬のソナタ」
を弾くことも夢ではありません。もちろ
ん経験者の方もお待ちしています。より弾きやすくなる練習法など、本格的なレッスンもいたします。
【生徒募集のご案内】
幼児から大人の方まで個々のレベルに合わせて
『第１４回アイネ・クライネ・コンツェルト』のお知らせ
レッスンいたします。
『音楽の贈り物』〜春風のリボンを架けて〜
レッスン料金（ワン・レッスン制 すべて個人レッスン）
入門クラス ２０００円/３０分〜
◆日 時 ３月３０日（日）１５時開演（１４：３０開場）
初級クラス ３０００円/１時間
◆場 所 パルテノン多摩小ホール
中級クラス/自由クラス ４０００円/１時間 ほか
全席自由 ８００円
♪入会金なし 楽譜など別途実費
＆
『ダークアイ』JOINT
♪混声合唱グループ『黒いひとみ』
曜日・時間はご相談ください。
（ピアノ伴奏者として大坪先生も出演されます。）

★ 1.『こどもの城』 入館ご招待券
4/ 6まで … ５組様
★ 2.『としまえん』 入園券
4/ 6まで … ５組様
★ 3.『多摩テック』 ご招待券(4枚１組) 3/31まで … ５組様
★ 4.『こどもの国』 入園券(4枚１組) 6/30まで … ５組様
★ 5.『ナムコナンジャタウン』
ペア特別ご招待券
3/31まで ……… ５名様
★ 6.『多摩 わんにゃんワールド』
入園ご招待券
4/30まで ……… ５組様
★ 7.『サンシャイン国際水族館』
入場券
3/31まで ……… ５組様
★ 8.『箱根ガラスの森』
ご招待券
3/31まで ……… ５組様
★ 9.『久米美術館』
ご招待券
3/30まで ……… ５組様
★10.『パルコファクトリー』
入場ご招待券
4/ 7まで ……… ５組様
★11. 流しの写真屋『渡辺克己 1965−2005 写真展 』
ワタリウム美術館
4/20まで ……… ５組様
★12. 松岡コレクション
『中国陶磁名品展』
松岡美術館
4/20まで ……… ５組様
★13.『深大寺温泉 ゆかり』
平日入泉ご招待券
毎月第１水曜定休 … ２０組様
★14.【FC東京 VS ヴィッセル神戸】 味の素スタジアム 3/ 8㈯ 14：00 キックオフ ……… １０組様
★15.【横浜Fマリノス VS 浦和レッズ】 日産スタジアム
3/ 8㈯ 14：00 キックオフ ………… ５組様
★16.【ナビスコカップ マリノス VS 大分トリニータ】 三ツ沢球技場 3/20㈷ 15：00キックオフ … ５組様
★17.《西武ライオンズオープン戦 VS 巨人》 西武ドーム 3/15㈯ 13：00 試合開始 ………… ５組様
★18.《ヤクルトオープン戦 VS 阪神》
神宮球場 3/15㈯ 13：00 試合開始 ………… ５組様

点 線 より切り取って 、ハガ キに 貼ってく ださい 。

✂

《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.(

)

■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。

◆主 催：アイネ・クライネ・コンツェルト実行委員会
TEL０４２-３７３-５６２０
多摩市文化振興財団

チャットボード
【アンケートご協力のお願い】
朝日新聞立川支局では、朝日新聞多摩版で昨年
１
０月より連載しているシリーズ「街をつくる まち
に生きる」の一環として、多摩ニュータウンに住ん
でいる読者の方を対象に
『多摩ニュータウンにつ
いてのアンケート』
を実施させていただきます。
お手数ではございますが、本日チラシと一緒に折
り込まれているアンケートにお目通しいただき、
ご協力頂ければありがたく存じます。
※アンケートについての問合せは
朝日新聞立川支局まで

tel042-524-5104
fax042-524-5106
Eメール tachikawa@asahi.com

http://www.sawayaka-mail.com

ご住所

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

区

＊応募締切り
ハガキ：２月２８日㈭必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話
：２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。

『高遠のコヒガンザクラを見に行こう！』

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

大好評！ 第34回バスツアーのお知らせ

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

旅行期日 ４月１６日
（水）
旅行代金 ５８００円（弁当付き）
お申込・お問合せは
（株）朝日旅行 TEL03-5777-6722 担当/笹嶋
本日（2/25）、新聞チラシが折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

