いまどきウォッチャ−

ド
ッ
り
ト
べ
コ
ゃ
ム
し
お

♪ なつかしい 折り紙占い♪
占い師 役は︑開いたり
閉じたりして相 手に
好きな 番 号を言って
もらい︑裏 返して数 字の
裏 側の占い文 句を読み﹁ ○ 番は○ ○です ︒﹂と占う︒

① 谷側に 折る

2

1
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② 反対側に折る
⑥ ③の状態に戻し、
１と４に右手の親指と人差し指、
２と３に左手の親指と人差し指をいれ
交互に開いたり閉じたりする。
とん
ま

おり
こう

〜個性を生かした初夏のアレンジ〜

③ １〜４の数字を書く

ケ
ヌ
マ

ん
びじ

よ
い
こ

3
い
こ
し
か

⑤ ５〜１２の数字の裏面に
占い文句を書く

『フラワーアレンジ講習会』
を終えて

2 1

グズ

の
ろ
ま

『街のたより』第８６回

7
8

4

6 5
12
11
9 10

④ 裏返して
５〜１２の
数字を書く

12

人気もの

エリザベス ♀
２００７年 月 日
福島県生まれ
﹁エルザ﹂
って呼んでます︒
お散 歩 大 好き♡
野 菜 大 好き♡
いつも窓から外を見て番犬
してます︒ヨロシク！

わたしは

開催日 ６月５日 ニュータウン永山店 ２Ｆフリースペース
６月６日 イワオ企画フリースペース

２００２年１２月にスタートした『フラワーアレンジ講習会』
も１４回目、長年講師を務めてきた永山店スタッフの
橋本に替わり、ミニ花壇のプロデュースや家庭菜園
の講習会でもおなじみ、当店のグリーンアドバイ
ザー
『緑宝園』の奥様に講師をお願いすることにな
りました。
全ての花材がセットされ、見本となる作品を参考に
しながらアレンジを仕上げてきた今までとは違い、
花器とお花を選んで自由に生ける ところから始ま
った今回の講習に、少し戸惑われた方もいらっしゃ
いましたが、先生がひとりひとりの席を回り、お花の
向きや挿しかたなどに適切なアドバイスをするうち
にそれぞれの作品は生き生きと華やかになり、ひと
つとして同じお花の組合せがない個性豊かな作品
が完成しました。
『親子で楽しむ寄植え』や『家庭菜園の会』、恒例の
『クリスマス講習会』など、今後も色々な講習会を
続けていければと思います。 ご意見などお寄せい
ただけたら幸いです。

【緑宝園さんより】〜講習を終えて〜
季節や予算に応じて、自分で選んだお花が自由に生けられれば、野に咲く小さなお花やプレゼントにいただい
た花束も素敵にアレンジできるようになります。 お花のことなら、
どんなことでもお気軽にお問合せ下さい。
〈緑宝園〉 豊ヶ丘 2-31-3（貝取大通り・スーパー三徳向い） TEL042-375-1048
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【お 客さま からのお たより】

初めて参加させて頂きました。
好きな花を使って自由なアレンジという事で
最初はとまどいましたが、花器や花を選んで
いくうちにだんだん楽しくなってきました。
お花は使いホーダイ♡
ゴージャスなアレンジが完成しました。
又、是非参加したいです！
！ 豊ヶ丘 Mさん

☆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『 ロックフェラーの天使の羽 』です。

お花もいろいろ、器もいろいろあり、みなさん
思い思いの作品が色とりどりに拝見できたの
がうれしかった！
豊富な種類の花々は心が豊かになりますね〜！
緑宝園さんにお願い・・・花の名前を知りたいの
でお花の入っているポットに 花名札 をいれて
おいてくれるとありがたいで〜す！
落合 Nさん

■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.「アロイーズ展」
ワタリウム美術館
ご招待券
★ 2.「久米美術館」
★ 3.「礫川浮世絵美術館」
入館ご招待券
ご招待券
★ 4.「ニューオータニ美術館」
★ 5.「いのち 〜いちばん大切なもの〜」
相田みつを美術館
★ 6.「白州正子と細川護立」最後の目利きから学んだもの 永青文庫
★ 7.【観劇】歌舞伎座さよなら公演「八月納涼大歌舞伎」出演：勘三郎 ほか 予定
平日入館ご招待券
★ 8.「極楽湯」
６店舗共通
昭和レトロ！ 懐かしの三大娯楽招待券
★ 9.「台場一丁目商店街」
入場引換券
★10.「新横浜ラーメン博物館」
★11. いよいよ閉園「多摩テック」
入園ご招待券 (4枚１組)
入場ご招待券
★12.「ボーネルンド／KID-O-KID」

8/16まで ………… ５組様
8/23まで ………… ５組様
8/25まで ………… ５組様
8月末日まで ………… ５組様
9/ 6まで ………… ５組様
9/13まで ………… ５組様
応募申込みはがき …… ５組様
9/30まで ……… 1０組様
8/31まで ………… ５組様
8/31まで ………… ５組様
9/25まで ……… １０組様
7/31まで ………… ５組様

初めて参加しました。
花器・花は自分で選び・活けるという、初心者には
少々難しい講座でしたが、ポイントを抑えたご指
導、常連さんたちのやさしいアシストのもと、気に
入った作品ができました。 家に帰っても、一人で
生けられるように… という指導、
１５００円という
受講料にも大満足です。
鶴牧 Uさん

■横浜みなとみらい店 ■川崎ルフロン店２館共通(どちらか１店有効）

★13.【東京ヤクルト VS 広島】 神宮球場 7/28㈫ ・29㈬ ・30㈭ 試合開始時間 18：00（ 日付別チケット）… 6組様
★14.【東京ヤクルト VS 中日】 神宮球場 7/31㈮ ・8/1㈯ ・8/2㈰ 試合開始時間 18：00（ 日付別チケット）… 6組様
★15.《ＦＣ東京 VS サンフレッチェ広島》
味の素スタジアム 7/25㈯ 18：00キックオフ ……………… １２組様
8/ 1㈯ 19：00キックオフ ………………… ５組様
★16.《横浜Ｆ・マリノス VS 京都サンガＦＣ》 日産スタジアム
★17. 2009東京都高等学校野球大会
一本杉球場他
招待券 …………………………… ５組様

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

✂

《応募方法》

プレゼント応募用紙
第2希望

第1希望

) ★NO.(

★NO.(

第3希望
) ★NO.(

)
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ご住所

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

■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：６月２９日㈪必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：６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。

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
☆日 時 ７月９日（木） 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 あと若干名で締め切らせていただきます。
☆参加費 おひとりさま ￥１０００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。
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

〶 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
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

チャットボード

お問合せ
お申込み先

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター

http://www.sawayaka-mail.com

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）

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

