いまどきウォッチャ−
郵便・宅配便代を節約する ７か条

ド
ッ
り
ト
べ
コ
ゃ
ム
し
お

一. 封筒ではなく郵便局の
『ミニレター』
（￥６０）
を使って
￥２０ 節約。
一. 書き損じハガキを１枚５円で新品のハガキや切手に
交換。
一. ハガキの一部が広告の
『エコーはがき』
は１枚￥４５で
５円節約。
一. 小さな荷物は
『エクスパック』
で全国一律 ￥５００。
一. 宅配物は取扱店に直接持ち込めば、
１個につき
￥１００の割引。
一. １０個以上の大口利用はペリカン便で割引あり。
一. ヤマト運輸の回数券を利用すれば １０％ おトク。
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『街のたより』第８０回
Face to Face で伝えたい！

※週刊朝日緊急増刊『お金を守る生活防衛術』
より抜粋

大学受験／個別・クラス指導

人気もの

横浜生まれの
多摩育ち︑
毎朝のストレ
ッチから一日が
始まるわが家の
セレブ猫﹃らん
︵蘭︶﹄
です︒
９歳になるまで
は身も軽く︑
高いところは
お手のものでし
たが︑
おなかが
プヨプヨになった
この頃は …
﹁ワン・ツー・ス
リー！﹂号令を
掛けてあげないとちょっとした高さも跳び越せま
せん︒ いつまでも元気でね︒

わたしは

『TSK 東京進学会』
多摩市落合１-３-７ ハルシオンコート ４０１
（多摩センター駅東口徒歩３分）

TEL 042-375-3163
受付時間 １５：００〜２１：００

＊MARCHとは？
（明治・青山学院・立教中央・法政大学の頭文字を並べたもの）

【Step Ladder English 3000の特徴】
授業を受けている時はわかったつもりでも、家に帰ると問題が解けない。復習
仕方がわからない。 ⇒授業中に全てをフォローアップするので心配ありません。

Step1

多摩ニュータウン通り

上之根橋
← 信号

乞田川

4F

→

←

多摩センター駅

上 之 根 大 通り

多 摩 モノレール

↓

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.「山本百合子ピアノリサイタル」
パルテノン多摩小ホール 入場ご招待券
11/27（ 木）………… ５組様
★ 2.「パルコファクトリー」
入場招待券
11/10まで ………… ５組様
★ 3. 特別展「韓国の鍵と錠」
日本民藝館
11/20まで ………… ５組様
★ 4.「線の巨匠たち」
東京藝術大学大学美術館
11/24まで ………… ５組様
★ 5.「池口史子展」
ー静寂の次ー
渋谷区立松濤美術館
11/24まで ………… ５組様
★ 6.「礫川浮世絵美術館」
入館ご招待券
11/25まで ………… ５組様
★ 7.「宮尾登美子展」
世田谷文学館
11/30まで ………… ５組様
★ 8.「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
★ 9.「日本の書跡 かな古筆と近世雅人の書 」
泉屋博古館 分館
12/ 7まで ………… ５組様
★10.「ひとりしずか」
相田みつを美術館
12/14まで ………… ５組様
★11. NEW「蜷川実花展」
ー地上の花、天上の色ー
東京オペラシティアートギャラリー 11/1〜12/28 ……… ５組様
★12.【観劇】国立劇場 12月歌舞伎公演「遠山桜天保日記」出演：尾上菊五郎 他【応募申込みはがき】…… ５組様
★13.【観劇】歌舞伎座百二十年『十ニ月大歌舞伎』出演：幸四郎・梅玉 他 予定 【応募申込みはがき】…… ５組様
★14.「極楽湯」
６店舗共通
平日入館ご招待券
12/31まで ……… １０組様
★15.「科学技術館」
入館招待券
11/30まで ………… ５組様
★16.「多摩テック」
入園ご招待券 (4枚１組)
12/31まで ………… ５組様
★17.「東京ドイツ村」
入園ご招待券
12/31まで ………… ５組様
★18.「フィールド・アスレチック」横浜つくし野コース
ご招待券
12/27まで ………… ５組様
★19.【ＦＣ東京 VS アルビレックス新潟】 味の素スタジアム 11/30㈰ 16：00 キックオフ ………………… １０組様
★20.【横浜Ｆ・マリノス VS 東京ヴェルディ】日産スタジアム
11/29㈯ 14：00 キックオフ ………………… ５組様

) ★NO.(

★NO.(

《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

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。

★Step1〜Step3の方法で「文法⇒読解⇒総合演習」
と段階ごとに繰り
返し学習します。。
★偏差値４０⇒ センター１６０へ 基礎＋応用力のある英語力を獲得できます。
★現在、高１・高２生のための『ステップラダー体験講座』
を実施中。
お気軽にご参加下さい。

【駅前新教室のご案内】
★静かで快適な自習室。 書庫には豊富な辞書、参考書、
過去の問題集が揃い、自学自習の環境が整っています。
★電子レンジやポットが置かれた休憩室。 生徒さんが食
事をしたり休憩するには十分なスペースがあります。

チャットボード
２つのX masスペシャル 募集のお知らせ
Ⅰ 大好評！
『フラワーアレンジメント講習会』
クリスマスを彩る手づくりのリースをつくりませんか？
〜 初めての方も ぜひご参加下さい。〜
① １２月 ５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 ６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
（豪華なクリスマスリースができあがります。）
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１
５名）になり次第、締め切らせていただ
きます。

毎年恒例のクリスマス企画です。
今回は２〜４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。
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１１日（木） １
９：００〜（朗読時間 約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（３０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…。
（当店読者の方のご参加に限らせていただきます。）
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
『フラワーアレンジ講習会』係 または
『ゆきえさんの絵本の会』係 まで

〠 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

次の授業では「復習プリント」
を教材にして
「問題の解き方」
に絞って解説授業。
不十分な部分は再度「補修プリント」で学習。

Ⅱ クリスマス恒例 『ゆきえさんの絵本の会』

✂

プレゼント応募用紙
第2希望

家庭では「復習プリント」で「知識とその使い方・
問題の解き方」が実際に身についたかどうかを確認。

Step3

※今月のキーワードは『TRICK OR TREAT』です。

第1希望

授業では「新しい知識」
と
「その知識の使い方・問題の
解き方」
まで「解説＋演習」
プリントで具体的に演習。

Step2

☆プレゼントコーナー☆

点線で切りとりはがきに貼って、お送り下さい。

深まる秋…来春の入試を控えた受験生のみなさんは日々努力を続けている
ことと思います。 さて、今回は開講６年、
『ステップラダー』
と呼ばれる学習法
を活用して、年々合格実績を伸ばしてきた『ＴＳＫ東京進学会』の本多先生に
お話を伺う事ができました。『ステップラダー英語』はもともと英語が苦手な
生徒さんのために本多先生が開発したオリジナル教材で大手予備校講師時
代には偏差値４０前後の生徒さんを早稲田やＭＡＲＣＨ＊に多数合格させた実
績があります。 教える項目を思い切って絞り込み、
「 知識の導入」から
「問題
の解き方・応用」まで、視点を変えながら段階的に学習、豊富なプリントを使っ
て包括的に教えていくのがポイントです。 志望校・学年別のオーダーメイド
講座を作るなど、徹底した少数精鋭で実力アップを図る Face to Face の
指導に加え、
８月には快適な自習室を備えた多摩センター駅前教室を開設、
最高の学習環境が整っています。 体験授業・無料受験相談は随時受付中、
お気軽にお問い合せ下さい。

お問合せ
お申込み先

フリーＦＡＸ ０８００-８００-３１５４
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）

大好評！ 第37回バスツアー

『富士山三昧とフレンチ懐石を味わう旅』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
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

