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♪知っておくと便 利な数 字♪
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倍数の見分け方
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01

５の倍数 １の位が０または５である
（例）
１５、
４０

2

56
3456

４の倍数 下２けたが０または４の倍数になる
（例）
３００、
４３８８

1

23

12

９の倍数 それぞれの位の数字の和が９の倍数になる
（例）
１２５１（１＋２＋５＋１＝９）

『街のたより』第７５回

人気もの

﹃新沼トビー﹄︵一歳八ヶ月︶
です︒
とっても
﹃食いしんぼう﹄
で拾い食い
をしてしまうのが困りもの ︒
…
でも︑
キャベツ・にんじん・大根 etc…
なんでも大喜びで食べるわが家の
アイドルです︒

ぼくは

☆八重山諸島を知り尽した『小林秀行』
（センター店スタッフ）が教える穴場情報 ☞

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 ︒

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

✂

【小浜島】 石垣島から高速船で２５分。西表島からわずか２キロ。
アダンやガジュマルの茂る美しい島。 NHK朝ドラ
『ちゅらさん』
でもおなじみ。究極のリゾートアイランド。
島中央の大岳（うふだき）頂上からは八重山諸島全体が見渡せます。 七色に光る海がスバラシイ！
【その他】 小浜島と石垣島の間に幻の島がある。
干潮時にだけ現れる ３６０°海だけの
小さな砂浜に上陸することができる。
？？？？？

《応募方法》

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。

http://www.sawayaka-mail.com

ご住所

多摩市
様

TEL
お客様 照会番号

区

＊応募締切り
ハガキ：５月２８日㈬必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：５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。

【石垣島とっておきグルメ】
要予約の人気店（石垣島が大好きな所長情報）

☆石垣牛炭火焼肉『やまもと』
石垣市美崎町11-5 TEL０９８０-８３-５６４１
※飛行機が取れたらすぐに予約。 現地に着いてからではかなりむずかしい？？？

☆まぐろ専門居酒屋『ひとし』
本店
石垣市新栄町15-8 TEL０９８０-８３-９６１０
石敢當店 石垣市大川 197-1 TEL０９８０-８８-５８０７
※２店ともかなり混んでいるので数日前から要予約。

☆『舟蔵の里』
石垣市新川2468-1 TEL０９８０-８２-８１０８
※赤瓦屋根の落着いた民家で八重山の郷土料理が味わえる。三線の生演奏が聞ける。

☆イタリアン『コンキリエ』
石垣市名蔵982-37 TEL０９８０-８８-５００５
※名蔵方面にドライブがてら出掛けるときにオススメ。ボリュームたっぷりで
リーズナブル。地元の人が多いので要予約。

チャットボード

◉日 時 ７月１１日（金） 午後７時開演
◉場 所 イワオフリースペース（ASA多摩センター店向い）
◉定 員 ３０名
◉応募締切 ７月５日（土） 定員になり次第、締め切らせて
いただきます。
◉参加費 おひとりさま ￥１
０００のところ￥５
０
０で…
当店読者の方のご参加に限らせていただきます。
今回は小学校低学年のお子様と楽しんでいただける
演目を予定しています。
◉ご希望のお客様は FAX・お葉書・ホームページから
参加人数・お子様の年齢をご記入の上、お申込み下さい。
申込先

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
多摩市落合１-２０-１
０ ASA多摩センター内
『ゆきえさんの絵本の会』係まで
フリーFAX 0800-800-3154

〠 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

竹富島

夏休み直前スペシャル
「ゆきえさんの絵本の会」のお知らせ

プレゼント応募用紙

お名前

石垣島

小浜島

【西表島】 石垣島から高速船で４０分。
島の９０％がジャングルに覆われ、大小４０以上の川がある。 広大なマングローブ林が広がり
「イリオモテヤマ
ネコ」
「カンムリワシ」
「キシノウエトカゲ」
「セマルハコガメ」など珍しい動物が生息。
☞『マリユドゥの滝』や『サキシマスオウの木』が有名だが、ボクのオススメは『ピナイサーラの滝』。 ピナイは髭、
サーラは下がったものの意。 落差は５５mで沖縄県でも最大。 滝つぼは真夏でもひんやりとしている。この滝
にはカヌーで行くしかなく、静けさの中に響く鳥の鳴き声が神秘的。 滝の上に行くにはジャングルを抜ける
獣道を進むしかない。
☞ 西表島の近くに『バラス島』というサンゴのかけらでできた小さな島があり、シュノーケリングのポイントになっている。

★ 1. 亜熱帯マガジン『うるま』
＆石垣島タウンガイド … ５名様
★ 2.「山本百合子ピアノリサイタル」
浜離宮朝日ホール
6/11 19：00開演 …… ５組様
★ 3.「パルコファクトリー」
招待券
6/15まで（6/2〜6/4は休館） …… ５組様
★ 4.「冒険王・横尾忠則」
世田谷美術館
6/15まで ……… ５組様
★ 5.「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
6/29まで ……… ５組様
★ 6.「モーリス・ド・ヴラマンク展」
損保ジャパン東郷青児美術館 6/29まで ……… ５組様
★ 7.「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
6/30まで ……… ５組様
★ 8.「英国美術の現在史：ターナー賞の歩み展」 森美術館（六本木ヒルズ） 7/13まで ……… ５組様
★ 9.「フランス近代絵画展」
松岡美術館
9/21まで ……… ５組様
★10. 箱根「ひめしゃらの湯」
平日ご招待券
6/30まで ……… ５組様
★11.「極楽湯」
６店舗共通
平日入館ご招待券
6/30まで …… １０組様
★12.「マッスルパーク」
アトラクション利用券
6/30まで ……… ５組様
★13.「多摩 わんにゃんワールド」
入園ご招待券
7/31まで …… １０組様
★14.交流試合【東京ヤクルト VS 千葉ロッテ】 神宮球場 6/8㈰ ・9㈪ 18：20試合開始（日付別チケット）… 6組様
★15.交流試合【東京ヤクルト VS 福岡ソフトバンク】 神宮球場 6/19㈭
18：00試合開始
… 6組様
★16.交流試合【東京ヤクルト VS オリックス】 神宮球場 6/21㈯ 18：00・22㈰ 14：00試合開始 … 6組様
★17.《横浜Ｆ・マリノス VS ジュビロ磐田》 日産スタジアム 6/28㈯ 19：00 キックオフ …… ５組様
★18.《ＦＣ東京 VS ジェフ市原 》
味の素スタジアム 6/29㈰ 16：00 キックオフ …… １０組様

) ★NO.(

由布島

【竹富島】 石垣島から高速船で１
０分。
サンゴの石垣と赤瓦の家並み、白砂の道、一年中咲くハイビスカスやブーゲンビリアetc …。 坂道のない平坦な島。
☞レンタサイクルで『コンドイビーチ』を目指すのもよし、秘密のビーチを探すのもよし。
『コンドイビーチ』は日焼けしたい人のビーチ、
シュノーケリングは×。 粋なカップルには、ワインクーラーに
ワインを冷し秘密のビーチで半日をすごすのがオススメ。 薮の中にいるハブにはご用心！
？
☞ 干潮の海も楽しい。 石をひっくり返すと、イイダコやヤシガニなど見たことのない生き物にも出会えるチャンス。
浅瀬で採れるもずくは海水で洗ってそのまま食べれます。

■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。

★NO.(

西表島

【由布島】 西表島からわずか４００m。
☞ 由布島に行くには水牛車に乗って浅瀬を渡る。 渡っている間は、牛車のおじいが三線で沖縄民謡を唄ってくれる。
☞ 島全体が植物園。 果樹園直営のレストランで味わうトロピカルジュースが最高。

※今月のキーワードは『チャコの海岸物語』です。

第2希望

バラス島

〜離島情報＆石垣島グルメ〜

☆プレゼントコーナー☆

第1希望

八重山諸島

『八重山諸島の魅力』
②

0
456789

１１の倍数 以下のような式が成り立つ
（例）１２１（１−２＋１＝０）、
１４３（１−４＋３＝０）
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3456

3
4
567890

３の倍数 それぞれの位の数字の和が３の倍数になる
（例）
３５７６（３＋５＋７＋６＝２１＝７×３）

お問合せ
お申込み先

http://www.sawayaka-mail.com

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター
フリーダイヤル 0120-165-211

フリーFAX0800-800-3154
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）

フラワーアレンジ講習会は定員となりましたので
締め切らせていただきました♪
発行所
発行部数12000部

◆ＡＳＡ多摩センター
多摩市落合1-20-10
フリーダイヤル 0120-165-211
フリーFAX0800-800-3154

◆ＡＳＡニュータウン永山
多摩市永山2-19-1
フリーダイヤル 0120-163-411
フリーFAX0800-800-1531

