いまどきウォッチャ−

ド
ッ
り
ト
べ
コ
ゃ
ム
し
お

♪ むかしなつかしい ハンカチ遊び♪
『ハンカチいか』
をつくってみよう！

http://www.sawayaka-mail.com
2009年 7月25日 (土）vol.210
②下側も同じように
広げて折る

⑦できあがり！
①ハンカチを中心に折り
合わせ、★の端を左右
に広げる

『街のたより』第８７回

６/２１
（日）国士舘大学キャンパス内レスリング場にて

髙田道場
『第１６回ダイヤモンドキッズカレッジ』
③半分に折り
合わせる

⑥ ★部分を
左右に開き
足の部分を
折って細く
する

④左右に折り
合わせる

⑤裏側に折る

人気もの

このキリッとした目 ︒
ふさふさの
シッポ︒ 私の名 前は
﹃もか﹄
︵メインクゥーン︶
です︒
３歳になり︑
ますますわがまま︑
気ままにご主 人に甘えています︒
特 技は
﹁ 猫なのにジャンプが苦 手
なこと﹂
です︒

わたしは

♪当日の様子は東京MXテレビ６/２２
「U・LA・LA@７」で放映されました。

今年は当店スタッフのキッズたちもレスレングの部に参加、お父さん目線 で見た当日の印象について聞いてみました。
木立統括マネージャー
汰一くん １０歳
侑汰くん ６歳
おそるおそる参加した昨年
と違い、今年は最初から元
気いっぱい…。
次男の成長には特にビック
リ！ 体の大きなコーチに懸
命にぶつかっていく姿は感
動的でした。

始めは後ろを振り返って
ばかりでしたが、時間が
経つにつれ真剣な表情
になり、最後は楽しそう
に帰ってきました。
参加させて本当にヨカッ
タです。

★16.【東京ヤクルト VS 巨人】 神宮球場 8/21㈮ ・22㈯ ・23㈰ 試合開始時間 18：00（ 日付別チケット）… 6組様
★17.【東京ヤクルト VS 中日】 神宮球場 8/28㈮ ・29㈯ ・30㈰ 試合開始時間 18：00（ 日付別チケット）… 6組様
★18.《ＦＣ東京 VS 大分トリニータ》
味の素スタジアム 8/29㈯ 19：00キックオフ …………………… １２組様
★19.《横浜Ｆ・マリノス VS ジェフユナイテッド市原・千葉》 ニッパツ三ツ沢球技場 8/29㈯ 19：00キックオフ … 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
) ★NO.(

第3希望
) ★NO.(

)

多摩市

お名前

様

TEL

❶さわやかメールのトップページから新規
会員登録の手続きにお進み下さい。
※詳しい登録手順はホームページ上で
ご確認下さい。

❷ 手続きが完了すると
お申込み完了メールが
届きます。
（仮登録）
※引続きプレゼント応募をされる方は
■MYページ■へお進み下さい。

■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
方は Web 会員登録の上 お申込み下さい。

区

＊応募締切り
ハガキ：７月２８日㈫必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：７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

プレゼント応募方法
現在さわやかメールのHPからは、
① プレゼントの申込み
② 新聞の休み止め
インターネット
FAX 45％
③ 購読・試読の申込み
36％
④ 支払い方法の変更
ハガキ 19％
⑤ ゴミ袋の購入申込み などが
できますが、毎回お客様の基本情報を入力して
頂かなくてはならず、入力を間違えると最初からやり直し…
お客様にはたびたびご迷惑をおかけしてきました。 m（̲ ̲）m
そこで・・・・・
本日より各種申込みがもっと簡単にご利用いただけるWeb会員
登録の受付がスタートします。

クリック

❸ ASAでの確認作業が終了すると
クリック

http://www.sawayaka-mail.com

ご住所

お客様 照会番号

２００３年１０月に開設した当店ホームページへのアクセスも６万件を超え、
PC・モバイルからのプレゼント応募も毎月７００件を超える状況です。

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

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携帯サイト
に簡単アクセス！

トップページの右 上 部 分を
拡大
←

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 ︒

幕張メッセ
9/27まで
（一般１枚・小中高生１枚をセットにして）…… １０名様
★ 2.「堀内誠一 旅と絵本とデザインと」
世田谷文学館
9/6まで …………… ５組様
★ 3.「いのち 〜いちばん大切なもの〜 」
相田みつを美術館
9/6まで …………… ５組様
★ 4.「赤・黒・金・銀・緑・青」
ー前田正博の色絵
菊池寛実記念智美術館
9/13まで …………… ５組様
★ 5.「エコール・ド・パリ展」
松岡美術館
9/23まで …………… ５組様
★ 6.「古伊万里小皿・向付展」
戸栗美術館
9/27まで …………… ５組様
★ 7.「弥生美術館・竹久夢二美術館」
２館共通入館ご招待券
9/27まで …………… ５組様
★ 8.「髙島屋資料館所蔵名品展」
泉屋博古館分館
9/27まで …………… ５組様
★ 9.「赤い服 ー日本と世界のさまざまな赤ー」
文化学園服飾博物館
9/30まで …………… ５組様
★10.「極楽湯」
６店舗共通
平日入館ご招待券
9/30まで …………… １０組様
★11.【観劇】 日生劇場「ジェーン・エア」 出演：松たか子・橋本さとし他
（応募はがき） …………… ５組様
★12.【観劇】 歌舞伎座さよなら公演「九月大歌舞伎」 出演：芝翫・富十郎他（応募はがき） …………… ５組様
★13.『 横浜動物園 ズーラシア』
ペアご招待券
8/31まで …………… ５名様
★14.『箱根園水族館』
入館ご招待券
9/30まで …………… ５組様
★15.『こどもの国』
入園券 (4枚１組)
12/30まで …………… ５組様

★NO.(

超内気な性格のため、残念
３人ともちゃんとやれてスゴ
ながら今年はマット上にデ
イな〜！ と実感。
ビューできませんでした。
後ろから見た大勢のお友達、 お姉ちゃんはやっぱり頑張
り屋、長男は意外と負けず
彼の眼にはどう映ったので
嫌い、次男は石井選手が誰
しょう？
かもわからずポヨ〜ンとして
ました。
（ 笑）

本日より Web 会員登録がスタートします♪

★ 1.「恐竜2009砂漠の奇跡！
！」

第2希望

岩崎主任（センター店）
芹香ちゃん ７歳
真白くん ５歳・四季くん 4歳

河合店長（センター店）
穣太郎くん 4歳

杉本店長（永山店）
果歩ちゃん ４歳

当店スタッフが撮影したお子様の写真を読者の方限定でプレゼントしています。インターネットのアルバムサイトをご覧いただきご希望の
写真がありましたらメールまたはFAXでお申し込み下さい。アルバムサイトの閲覧方法は当日お渡しした封筒内のプリントを覧下さい。

☆プレゼントコーナー☆

第1希望

あいにくの空模様でしたが、今年も元気なチビッコ１２０名
が参加。 多摩市内からの参加は昨年より増えて７０名、回
を重ねるごとに地域との密着度も高まり、次回の開催が
一層楽しみになりました。 話題性のある人気イベントの
ため、メディア関係者も多数来場、練習の合間に快く写
真撮影に応じてくれた北京五輪金メダリスト
『石井慧選手』
のやさしさも印象的でした。 来年のその日がもっともっ
と待ち遠しい一日になるよう、体力づくりも含めた カウ
ントダウンイベント を計画中？？？… 今年参戦できなかっ
たチビッコたち、来年こそは会場でお逢いしましょう。

ご登録完了メール が届きます。
（本登録）

☆本登録完了後は 休み止め連絡 がカンタン！
お休み期間を入力するだけで手続き終了！ 新聞のお取置
指定もできます。
☆「ゴミ袋」や「出版物」の購入などもカンタンにできます。
☆さわやかメール・おしゃべりドットコムのプレゼント応募は
ご希望のプレゼントを選ぶだけ！

基本情報、キーワードなどの入力も不要です。
♥ ♥ ♥ ♥ 【インフォメーション】 ♥ ♥ ♥ ♥
８／９までの間に会員登録が完了すると、次回さわやかメールの
応募もらっくらく〜。お早めにご登録をお済ませ下さい。♪♪♪
☆今後は 産直品のお取り寄せ や Minicrewの雑貨販売 など、
ご利用いただけるコンテンツを拡大していく予定です。
準備ができ次第ご案内しますので おっ楽しみに〜！
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◆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
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