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♪ミニミニクッキング♪
『新しょうがでジンジャーエールをつくろう！』
材 料 新しょうが… ３００g
はちみつ… 適宜
作り方
1. 新しょうがは水洗いして汚れを落とし、
小房に分けて薄く皮をこそげ落とす。
2. 繊維に沿ってできるだけ薄くスライスする。
ピーラーを使うと簡単。
3. 沸騰した湯に新しょうがを入れ、再度沸騰
したらとり出して水気を切る。
4. 粗熱が取れたら密閉容器に入れ、
しょうがが
かくれるくらいのはちみつを注ぎ冷蔵庫へ。
5. 翌日になれば食べられます。炭酸水で割って
手づくりのジンジャーエールをどうぞ…。

２０００年 ９／５

『さわやかメール』VOL1誕生！
当初は月１回の発行、
プレゼントもチケット１
０種類のみ。
２００１年 １／２５号 より
『おしゃべりドットコム』
を定期発行。
６／１
０号 所長の愛犬（スコッチテリア）
をイメージしたキャラクターの
なまえ大募集！『 チャットくん』と命名
１
１／１
０号 チケットに加え、
オリジナルグッズのプレゼント開始。
最初は『動物おもしろフック』のみ。現在は季節感を
味わって頂ける雑貨や食品を５〜６種類セレクト。
１２／１
０号 クリスマス恒例『チャットくんクイズ』スタート
『デリバリーサンタ』始動！
２００２年 １／２５号 『わたしは人気者』
（ ペット情報）スタート♪
５／３１
おつきゆきえさんによる 『読み聞かせの会』スタート
７／１
０号 より永山地区のみなさまにも『さわやかメール』
をお届け。
１２月
『フラワーアレンジメント教室』スタート。
☆センター店・永山店のクリスマスイルミネーションを点灯する。
２００３年 １／１
０号 スタッフ紹介に所長登場！ へぇ〜所長ってこんな人？
イラストが可愛い４台の チャットくん号 がデビュー！
４月
配達エリアをグルグルと駆けめぐっています。
９／２５号 第１回バスツアー
『富士の眺めとぶどう狩り』３３名がご参加
１
０／２５号 待望のホームページ開設
インターネットからのプレゼント応募が急増！
（現在２万５千件突破）
２００４年 ２／２５号 より携帯電話からの応募も可能に。
（ 現在は月平均１
００件）
２００５年 １
０／１０号 より Ａ３版の紙面に拡大。
１２／１
センター店２Ｆに『セレクトショップ Minicrew 』
オープン
さわやかメールの雑貨プレゼントはミニクルから提供されます。
２００６年は３つの『レストランイベント』を開催。 今後も検討の予定あり。
３月
ワインの会 （乞田 リバゴーシュ）
４月
春だ！ ナポリだ！ マルゲリータとマリナーラを食らう会
（山王下 ピッツェリア ラ・パーラ）
７月
多摩ユースオーケストラによる真夏の夜のアンサンブル
（落合 ピッツア＆スパゲッティ ハウスリーク）
７／１２
新聞配達ってどんな仕事？
多摩大聖ヶ丘中学の生徒さんによる
『職場体験』の受入を開始。
１１月
クリスマスコットンでつくるミニリース講習会（橋本敦子先生）
２００７年 ５／１
６ 南イタリアマンマの味フルコースと南イタリアのワインを合わせチャオ！を実施
（ピッツェリア ラ・パーラ）
６／２４ 髙田道場『ダイヤモンドキッズカレッジ』
を初開催（国士舘大レスリング場）
髙田延彦代表・向井亜紀さんも参加。 今年６月に３回目を予定。
８／２７ フラワーアレンジ夏休み企画『親子で楽しむ寄せ植えの会』
を実施。
２００８年 １／１
５
豊ケ丘新聞センター発行のミニコミ紙『ぷちたま』が姉妹紙として創刊
（ ０７／６月より同店の経営を当所長が兼務。）

せいか︑
おっと

２００１年
７月１日
山形
生まれの
﹃マックス﹄
です︒
一人っ子の

☆プレゼントコーナー☆
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『 侍ジャパン 』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。

★ 1.「ジョアン・ミロ展」 大丸ミュージアム
3/ 5〜3/22 ……… ５組様

★ 2.「小杉放菴と大観」ー響きあう技とこころー
出光美術館
2/21〜3/22 ……… ５組様
★ 3.「荒井良二展」 世田谷文学館
3/29まで ……… ５組様
★ 4.「パルコファクトリー」 入場ご招待券
3/ 6〜3/30 ……… ５組様
★ 5. 現代美術の展望 ーVOCA展2009ー新しい平面の作家たち
上野の森美術館
3/15〜3/30 ……… ５組様
★ 6.「美人画展」
ー麗しの女性美を求めてー
松岡美術館
4/19まで ……… ５組様
★ 7. 常設「江戸の伊勢型紙美術館」 紀尾井アートギャラリー
4/28まで ……… ５組様
★ 8.「やなぎみわ マイ・グランドマザーズ」
東京都写真美術館
3/ 7〜5/10 ……… ５組様

朝日新聞社より受賞した『CS優秀賞』は、時代の流れに沿った いまどきのしんぶん
やさん としての在り方を再認識する機会を与えてくれました。
第一の業務『毎日の新聞をきちんとお届けすること』に加え、参加してみたくなる
イベントや、応募したくなるプレゼントなど、新聞を読んでいるとついてくる 小さな
おまけ感 を月２回のミニコミ紙を通じてお届けできるよう今後も努力してまいります。
最後になりましたが、
日々お客様からお寄せ頂くお便りほどありがたいものはありま
せん。 心より御礼申し上げます。
所長

3/31まで ……… ５組様
★ 9.「三渓園」 ご招待券
4/ 5まで ……… ５組様
★10.「こどもの城」 入館ご招待券
★11.「多摩テック」 入園ご招待券 (4枚１組) 3/31まで …… ５組様

✂

《応募方法》

プレゼント応募用紙
第1希望

第2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。

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。
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

〜創刊２００号記念スペシャル〜

〜・〜・〜・〜 創刊〜２００号までのあゆみ 〜・〜・〜・〜

kg

点線で切りとりはがきに貼って、お送り下さい。

『さわやかメール』
と
『おしゃべりドットコム』

おめでとう
！

kg

『街のたより』特別編

人気もの

りした性格
でごはんを
横取りされてもじ〜っと見ているタイプです︒
人に会うと道端でもどこでも仰向けになり︑
お腹を出してなでてもらうまで転がっている
人なつっこさがあります︒
去年ヘルニアで入院して以来ダイエットに励み︑
６・７ ↓５・２ の減量に成功 ︑
それ以来
キャベツやレタスが大好物になりました︒
家では窓から庭を見て鳥に吠えているか︑人の
膝の上で寝ているか そ
…のグータラぶりがまた
可愛いわが家のアイドルです︒

ぼくは

http://www.sawayaka-mail.com
2009年2月25日 (水）vol.200

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

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）

チャットボード

大 募 集！

ペット情報・ミニミニクッキング・サークル紹介
街で見つけたHOTな話題などなど
みなさまからのご投稿をお待ちしていまぁ〜す♪

大好評 ！ 第４０回バスツアー

「善光寺御開帳と上田城趾公園のサクラ」
旅行期日 ４月１６日
（木）
／ 旅行代金 ７７００円
普段御宝庫に安置されている前立本尊が７年に１度 の
御開帳のときだけその姿を拝むことができます。
お花見は上田城趾公園のしだれサクラとソメイヨシノです。

◆お申込み・お問い合せは
（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。

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

