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♪ かんたんクッキング♪
「ウィンナーと
きのこのホイル焼き」
材料： 荒挽きウィンナー ・・・１袋
玉ねぎ ・・・・・・・・・・1/2個
しめじ・えのき・エリンギ ・・ 各１パック
バター・醤油・白ワイン・コショウ ・・ 適宜
作り方：
① しめじ・えのきは小房に分け、
エリンギは半分に
切って５ミリ幅に、玉ねぎは薄くスライス、ウィン
ナーは斜め切りにして２等分にする。
② アルミホイルに①を４等分にしてのせ、バター少々、
白ワイン・醤油各大さじ１、コショウ少々をして包む。
③ オーブントースターで７〜８分焼く。
④ パセリのみじん切りをのせてできあがり！

『街のたより』第８９回

日本茶カフェ＆フォトスタジオ『なごみ茶や』
多摩市落合３-１１-１５
TEL ０４２-３１
９-３５８１
営業時間 １１：００〜２１
：００
（ラストオーダー２０：００）
ランチは １１：３０〜
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）／駐車場３台

http://www.natural-studio.com/
※教室の詳細については直接お問合せ下さい。

人気もの

それは突 然のでき事でした！
福ちゃんのあごの下が化 膿してしまい︑動 物
病院で治療してもらいましたが︑先生に噛み
つくは︑看 護 婦さんを引っ掻くはで大 騒ぎ︑
とうとうエリザベスカラーと包 帯でぐるぐる
巻き状 態に …家に帰ると押 入にもぐった
きり出てきませんでした︒
きっと治 療や注 射は痛くて︑犬が吠えてる
病院は怖くてショックだったんだろうなあ・・・

ぼくは
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青木葉通りの日本茶カフェ
『なごみ茶や』
さんでは、アートの秋を彩る３つのワンデーレッスンが開催されます。
初心者の方も歓迎！ どのクラスもプロの講師が教える少人数制のため、
しっかりとした基礎技術を学ぶ事が
できます。そのうえ、体にやさしいお食事やアフタヌーンティが付いて受講料もリーズナブル、まもなく定員に
なってしまう講座もあるのでお申込みはお早めに…。

Ⅰ. 『ポーセリンアート体験教室』
〜世界でたった一つのオリジナル作品がつくれます。〜
白磁にシール感覚で使える転写紙を使い、切り貼りをしていきます。
普段、絵を描かない方でも大丈夫！ どなたでも楽しく本格的な作品
作りができます。 当日はカップやお皿など各種白磁をご用意します。
お好きな教材をお選び下さい。
◆開催日 １０月１８日（日） 定員先着１０名 あと少しで定員となります。
◆時 間 ①１０：３０〜１３：００
（食事付） ②１４：００〜１６：３０
（アフタヌーンティ付）
◆レッスン費用 ￥３０００〜（講習費・教材費・食事またはアフタヌーンティ含む）
◆講 師 Roterose 池田千絵 日本ヴォーグ社ポーセラーツインストラクター
オランダザンスフォークアート認定講師
◆持参するもの はさみ・タオル

やっと押入から出てきた
福ちゃん

Ⅱ. 『プリザーブドフラワー体験教室』

２００７年７月生まれ（♂）

〜ひと足お先に準備！ クリスマスプレゼントは手づく
りで〜
陶器のポットがステキ！ 松笠やリボンのアレンジが可愛いミニツリーをつく
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 ︒

◇開催日
◇時 間
◇レッスン料
◇講 師

☆プレゼントコーナー☆
★ 1. BOOK「おでかけ美術館ガイド」 2009年秋〜2010年春 展覧会情報満載 首都圏厳選１６館 ……… ５０名様
ー微笑みの降る星ー
日本橋三越本店
10/6〜10/12 ……… ５組様
★ 2.「長倉洋海写真展」
久米美術館
10/21まで ……… ５組様
★ 3.「久米桂一郎・黒田清輝と東京美術学校の教え子たち展」
日本橋三越本店
10/14〜10/26 ……… ５組様
★ 4.「東方彩夢 森田りえ子展」
紀尾井アートギャラリー
10/31まで ……… ５組様
★ 5.「常設江戸の伊勢型紙美術館」
江戸東京博物館
11/ 8まで ……… ５組様
★ 6.「よみがえる浮世絵」
そごう美術館（横浜） 10/10〜11/16 ……… ５組様
★ 7. 迷宮への招待「エッシャー展」
入館ご招待券
11/25まで ……… ５組様
★ 8.「礫川浮世絵美術館」
相田みつを美術館
12/20まで ……… ５組様
★ 9.「日めくりの世界」
永青文庫
12/27まで ……… ５組様
★10.「黄庭堅・伏波神祠詩巻」
★11. 新橋演舞場「花形歌舞伎」出演：尾上松緑・尾上菊之助・片岡愛之助 ほか 【応募申込みはがき】… ５組様
６店舗共通
平日入館ご招待券
10/1〜12/29 ……… １５組様
★12.「極楽湯」
入場ご招待券
★13.「第４９回 全日本模型ホビーショー」
幕張メッセ 10/10㈯ 10：00〜17：00／10/11㈰ 10：00〜16：30 ……… ５組様
入園券 (4枚１組)
12/30まで ……… ５組様
★14.「こどもの国」
★15.《ＦＣ東京 VS 柏レイソル》 味の素スタジアム 10/17㈯ 13：00キックオフ ……………………… １０組様

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

✂

第2希望
) ★NO.(

★NO.(

第3希望
) ★NO.(

)

多摩市
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
方は Web 会員登録の上 お申込み下さい。

http://www.sawayaka-mail.com

ご住所

お名前
区

＊応募締切り
ハガキ：９月２８日㈪必着
FAX＆パソコン・携帯電話
：９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

Ⅲ. 『女性のためのデジタルカメラ教室』
〜プロのカメラマンによる撮影ワンポイントアドバイス〜
講義内容 ・ブログにのせる写真の上手な撮り方
・身近にある物が撮影小道具に変身
・自分で撮影したお気に入り小物をプリント
■開催日 １０月１５日（木）
■時 間 ①１０：３０〜１３：００
（食事付）
②１４：００〜１６：３０
（アフタヌーンティ付）
■受講料 ￥３０００
■対象者 女性で自分のカメラ機能を使える方
■持参するもの デジタルカメラ・取扱説明書
メディアカード
（CFカード・SDカードなど）
撮影したいお気に入りの小物

チャットボード

《応募方法》

プレゼント応募用紙
第1希望

１０月３０日（金） １１月１４日（土）
両日とも ①１０：３０〜１３：００
（食事付） ②１４：００〜１６：３０
（アフタヌーンティ付）
￥４０００
（講習費・教材費・食事またはアフタヌーンティ含む）
プリザーブドフラワー レヴェ主宰 淡路泰子
文部科学省許可 財）日本余暇文化振興会 監修・認定教室
プリザーブドフラワーズ協会認定講師
◇持参するもの 万能ばさみ（ワイヤーが切れる物）
カッターナイフ・持ち帰り用袋
グルーガンをお持ちの方はご持参下さい。
☆ラッピングご希望の方は別途￥１００にて当日ラッピングいたします。

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

『おでかけ美術館ガイド』
2009年9月〜『朝日新聞社 主催企画展』情報掲載

展覧会情報満載

美術館巡りを、始めよう。

アンケートに答えて応募しょう ！ 無料ご招待券プレゼント
本誌だけの特別入場割引券付き

※ご希望の方にプレゼント致します。 応募★NO.1

大好評 ！ 第４３回バスツアー

「桔梗屋」
お菓子の美術館とぶどう狩り
う借り
旅行期日： １０月１４日
（水）
旅行代金： ８８００円（日帰り・昼食・入浴付）
◆お申込み・お問い合せは
（株）朝日旅行 TEL03-5777-6722 担当：笹嶋
◆本日（9/25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

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！

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

