いまどきウォッチャ−
♪ 渋谷語いろいろ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

ド
ッ
り
トコム
べ
ゃ
し
お

渋谷語辞典2008より抜粋

ありえんてぃー ☞ ありえない ！
カオス ☞ 混沌としてめちゃくちゃ
カメる ☞ 亀のようにとても遅いこと ⇔ ウサる
（素早いこと）
グドモ ☞ グッドモーニング ！
曽根る ☞ 大食いすること
テンカミ ☞ 天才と紙一重
ナゲキング ☞ なげきの王様（超ヘコんでいる人）
にがこく ☞ 苦手を克服する
ぶ〜や ☞ 渋谷
らいがん ☞ 来世がんばる
わたおに ☞ わたしのオニ（鬼）な部分
DS（ディーエス ） ☞ どこにでも出没する
ED（イーディー） ☞ ええ度胸しとる
M３
（エムスリー） ☞ マジもうムリ
URL（ ユーアールエル） ☞ ウチ、
リアルにローカル
神（超憧れの特別な人） ⇔ 民（一般の人）
諭吉先輩（１万円札）／一葉さん（５千円札）／紫式部さん（２千円札）
英世くん（千円札）

『街のたより』第７９回

ニュータウン隅のトンガリ

『 環ギャラリー』
多摩市中沢 ２-３-３
TEL ０４２-３３８-１４１２
営業時間 １
１
：００〜１８：３０
定休日／日・月曜日・祝日

人気もの

私の名前は
﹃はる﹄
です︒
２歳６ヶ月の
女の子︒
生まれてから
１ヶ月ちょっと
で家族ができ
たよ︒
私の家族は︑
パパとママとお姉ちゃんと 歳
になるうさぎのお兄ちゃん︒みんなとっても
優しくて︑
いっぱいいっぱい愛してくれるの︒
時々怒られちゃう事もあるけど︑
とっても
大切な家族なの︒夜はドッグランで沢山
遊ぶよ︒お気に入りの遊びはボール投げ︒
全力で追いかけるの！ お友達も沢山いる
よ︒
みんなも遊びにおいでね︒

わたしは

http://www.sawayaka-mail.com
2008年 9月25日 (木）vol.190

室内水琴 窟

【環ギャラリーさんからのインフォメーション】
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ニュータウン通り
多摩センター駅

京王線

☆プレゼントコーナー☆
R45

環ギャラリー
↑
多摩南部
地域病院

多摩中央
警察署

↑
消防署

小田
急線

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『

』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。

↑
多摩
郵便局 パルテノン
多摩

★ 1.「おでかけ美術館ガイド」 入場割引券付 ………… ５０名様
★ 2.「ダニ・カラヴァン展」 世田谷美術館 10/21まで …… ５組様
★ 3. 印象派の巨匠「ピサロ展」
大丸ミュージアム・東京
10/9〜10/27 ……… ５組様
森美術館
11/ 3まで
……… ５組様
★ 4.「アネット・メサジェ：聖と俗の使者たち」
★ 5.「百寿を超えて」 奥村土牛・小倉遊亀・片岡珠子
山種美術館
11/ 3まで
……… ５組様
練馬区立美術館
〜10/5まで 10/11〜11/3 … ５組様
★ 6.「高山辰雄遺作展」人間の風景
入場招待券
10/ 3〜11/10 ……… ５組様
★ 7.「パルコファクトリー」
★ 8.「線の巨匠たち」アムステルダム歴史博物館所蔵
東京藝術大学大学美術館 10/11〜11/24 ……… ３０組様
入館ご招待券
11/25まで ……… ５組様
★ 9.「礫川浮世絵美術館」
★10.「アイ・ラブ・アート９展 美しい青い風が…」
ワタリウム美術館
12/ 7まで ……… ５組様
永青文庫
12/25まで ……… ５組様
★11. 秋季展「細川家の能面・能装束」
★12. 歌舞伎座百二十年『吉例顔見世大歌舞伎』出演：富十郎・菊五郎 ほか予定 【申込みはがき】 ……… ５組様
★13.「2008 第４８回 全日本模型ホビーショー」幕張メッセ 入場ご招待券
10/16〜10/19 ……… ５組様
入場ご招待券（1時間利用券）11/30まで ……… ５組様
★14.「ボーネルンド あそびのせかい」
★15.「ねこたまキャッツリビン」
ご招待券（お台場）
10/31まで ……… ５組様
ペアご招待券
11/30まで ……… ５名様
★16. 横浜動物園「ズーラシア」
入園ご招待券(4枚１組)
10/1〜12/31 ……… ５組様
★17.「多摩テック」
★18.《横浜Ｆ・マリノス VS 名古屋グランパス》 日産スタジアム
10/19㈰ 16：00 キックオフ
……… ５組様
★19.《ＦＣ東京 VS 鹿島アントラーズ 》
味の素スタジアム
10/26㈰ 14：00 キックオフ ………１０組様
点線で切りとりはがきに貼って、お送り下さい。

✂

第2希望
) ★NO.(

★NO.(

第3希望
) ★NO.(

)

多摩市

お名前

様

TEL

■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。

区

＊応募締切り
ハガキ：９月２９日㈪必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：９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。

〠 206-0033

（↑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

【展示スペース】のご案内
アートギャラリーに作品を展示してみませんか？ 2/3のスペースをお貸し
します。
（壁４面・展示台）使用料：一週間￥１５０００ お気軽にご相談下さい。

http://www.sawayaka-mail.com

ご住所

お客様 照会番号

長池公園アースアート
『土器の野焼き体験』
に参加してみませんか？
◆第１回 10/ 5（日） 9：00〜12：00
野焼き、土器についてのレクチャー。 土器製作
場所：長池公園体験ゾーン作業小屋
◆第２回 11/16（日） 9：00〜13：00
野焼き
場所：長池公園体験ゾーン
□主催：フュージョン長池公園
□共催：NPOアート多摩
□費用：資料代・材料費 ￥５００
□対象：小学３年生以上（ 大人可・未就学児不可 ※１・２年生は保護者同伴）
□定員：２０名（先着順） 要予約 第１回・２回共参加できる方に限ります。
□申込・問合せ：指定管理者フュージョン長池公園 TEL042-678-4616
http://www.pompoco.or.jp/nagaike

チャットボード
『おでかけ美術館ガイド』
（特別入場割引券付き）
おかげさまで朝日新聞社は
創刊１３０周年、
芸術を愛する皆様へ…
多彩な記念企画展をお届け
します。
美術館の愉しみ方は十人十色。
西洋絵画に日本画、
古美術、彫刻、現代美術…
首都圏には心のアンテナを
刺激する個性的な美術館が
たくさんあります。
（本誌より抜粋）

《応募方法》

プレゼント応募用紙
第1希望

南部病院入口交差点に三角屋根のモダンな建物を発見… 住宅建築金賞
を受賞し、住宅雑誌に幾度となく取り上げられたこの住宅は通称『隅のトン
ガリ』と呼ばれ、
１Ｆのギャラリーは地域で活動するアーティストを支援する目
的で昨年１２月にオープン。オーナーが経営するレリーフ制作の会社『環境造形』
から命名。 鶴牧中学校の中庭や大松台小学校の外壁に見られるレリーフは
子どもたちの成長を見守ってきた歴史ある大作です。 ギャラリーには土の
温もりがいっぱい… 山口県周南市『つの工房』さんのテーブルウェアをはじ
め、長年お付合いのあるアーティストの作品を多数
展示、販売もしています。 片隅におかれた『室内水
琴窟 』と呼ばれる壺は『つの工 房 』さんとのコラボ
作品、 耳を近づけると神秘的な水の音が響き渡り
ます。地域の方にアートとふれあう機会を提供した
いとの思いから『NPOアート多摩』を発足、長池公園
のイベント
「みんなの金曜工房」
（ 毎月第２・４金曜）
のお手伝いをはじめ、プロ・アマを問わず自分の作
った作品を発表する場としてこのギャラリーを利用
してほしい… とオーナーご夫妻は切望しています。

お問合せ
お申込み先

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

♪ご希望のお客様は応募用紙にてお申込み下さい。
【 プレゼント ★NO.１ 】

大好評！ 第37回バスツアーのお知らせ
紅葉の河口湖・富士山麓で楽しむ

『フジヤマミュ−ジアム＆フレンチ懐石』
旅行期日 １１月１９日
（水）
／ 旅行代金 １１８００円
◆お申込み・お問い合せは
（株）朝日旅行 TEL03-5777-6722 担当：笹嶋
◆本日（9/25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

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）

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

