いまどきウォッチャ−
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♪世界の国から あけましておめでとう！
英 語
イタリア語
中国語
スペイン語
チベット語
ギリシャ語
ドイツ語
インドネシア語
ロシア語
ハングル語

… A Happy New Year
… Buon capo d Anno!（ボン カポ ディアノ）
… 新年好（シンネンハオ）
… i Feriz Ano Nuevo!（フェリスアーニョヌエボ）
… タシデレ
… フロニャ ポラ
… Porsit Neujiahr!（プロージット ノイヤール）
… selamat satu tahun（サラマット サトゥ タフン）
… ス ノーヴィム ゴーダム
… セヘ ポッ マニ パドゥセヨ

『街のたより』第８２回

人気もの

ぼくは

『クリスマスリース講習会』

２００２年の１２月に始まった『フラワーアレンジ講習会』も
今回で１３回目、
クリスマスシーズンを華やかに演出する
リースづくりは毎年大好評 ！ 各１
５席のご予約はあっと
いう間に定 員となりました。 今 回はフルーツの 香り
がいっぱいのリースづくりを楽しみました。
ー材料ー
リースベース
（オーバル）
オレンジ・レモン
（スライス）
シナモン
（スティック）
プラタナスの実
綿ガラ
オレンジピール（星型）
唐辛子

ランに行ってお友達

ぼくはブラックと
いいます︒４歳の
グレートデンです︒
超大きいだけで
何の取柄もありま
せん︒毎日ドッグ

と楽しく遊んでい
ます︒ 身 体の割
りに気が小さくて
臆病なので︑
お友
達に吠えられると
怖くてベンチの下にもぐりこみます︒自分
では全身を隠しているつもりですが︑大きす
ぎて頭から下は全部はみ出しているみたいで︑
みんなに笑われています︒
これからもたくさん食べて寝てもっと大きく
さん
なりたいと思っています︒ 永山

k
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開催日：１２月５日（金） 永山店２Ｆフリースペース
６日 イワオ企画フリースペース

講習会に参加されてのご感想
去年は生花のリース、今年はドライのリース、全く趣きの違うリース作りでとても楽しめました。
（鶴牧 Yさん）
すてきな花材で楽しくできあがりました。 次回も生花によるアレンジまたは花束などの講習会にぜひ参加
したいです。
（鶴牧 Aさん）
講習会場に入ったとたん、柑橘系のさわやかな香りに包まれました。ドライフルーツ類を使ったリース作り
は初めてだったので興味深かったです。 我が家の玄関に飾ってありますが、
ドアを開けるとさわやかな香
りがやさしく家族を迎えてくれます。
（永山 Tさん）
ドライフルーツを使った作品は珍しくてよかったです。長く飾ることができ、楽しむ期間も長くうれしいです。
講師の橋本さんがいつも変化のあるフラワーアレンジを考えてくれるので参加するのが楽しみです。
（豊ケ丘 Oさん）
初めて参加しました。 皆さんと和気あいあいのうちにステキなリースを作ることができました。 部屋中に
よい香りがしています。
（永山 Sさん）

☆プレゼントコーナー☆

１５００円という格安な講習費は大変ありがたかったです。 生花 のリースにも挑戦してみたいので、
次回ぜひお願いします。 単発のレッスンも楽しみにしています。
（匿名希望）

※今月のキーワードは『 ル・レクチェ 』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。
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 ︒

★ 1.「滝平二郎きりえカレンダー」
（不織布製）…………… 2０名様
【講習を終えて】 花材は同じでも、みなさんの感性による個性的な作品ができあがりました。９歳の男の子が
参加されましたが、デザインのオリジナリティに脱帽、集中して作業を続ける姿にも感動しま
した。 今回のリースはクリスマスが終わっても飾っていただけると思います。 来年も生花系
ドライ系など…新感覚のアレンジを企画していきたいと思います。 講師 橋本一成（永山店）

★ 2.「2009 朝日の家計簿」 …………………………… 2０名様
★ 3.「パルコファクトリー」入場ご招待券 2009/1/17〜2/9 … ５組様

めでとうございます！！
ご当選 お
６
★『 仕掛け絵本 不思議の国のアリス』 当選者発表！
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の答は

青沼 理 様
小川 正彦様
向山 博 様

岩佐 鉄男様
佐藤 和之 様
多賀井 正雄様

点線で切りとりはがきに貼って、お送り下さい。

元島 万治様
高橋
様

第2希望
) ★NO.(

★NO.(

✂
第3希望

) ★NO.(

でした！

池田 明史様
石川美佐雄様

たくさんのご応募 ありがとうございました。

プレゼント応募用紙
第1希望

)

《応募方法》

チャットボード

■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。

年末年始 お留守のため 新聞を一時休止されるお客さまへ

http://www.sawayaka-mail.com

お客様 照会番号

区

当選はプレゼントの発送をもってかえさせて
頂きます。

当店へのメッセージ

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

所長

〠 206-0033

（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

２００１元 旦のオープン以 来 ︑
世 界 中のわんちゃん・ネコちゃ
んとふれあえるスポットとして
人 気のあった
﹃わんにゃんワール
ド多 摩 ﹄
が１／ で閉 園とな
ります︒ ８年 前 ︑﹃さわやか
メール﹄
の第 号で紹 介した
ことも懐かしい思い出です︒

TEL

暗いニュースの多い２００８でし
たが︑身 近なイベントやプレゼ
ントなどを通して︑楽しい話 題
をお 届けできる﹃さわやか＆
ドットコム﹄
であるよう︑
スタッフ
一 同 今 後 も 努 力してまいり
ます︒

様

＊応募締切り
ハガキ：１２月２７日㈯必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話
：１２月２７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。

今 年 一 年のご愛 読に心より

多摩市

休止の間、お取り置きのサービスがありますので、ぜひご利用
ください。
（新聞は月ぎめ定価のため、お値引きは１週間以上が対象となります。）

御 礼 申し上げます︒

ご住所

お名前

【デリバリーサンタ】
寒空の下を駆け抜けたサンタさん
たちも本日をもって任務終了！
ことしはホームパーティやマンショ
ンの多目的ルームなど、少人数・
大人数を問わずリクエストがいっ
ぱい…大忙しのサンタさんたちで
した。 又来年お逢いしましょう。
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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

