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♪ なんでも世界一 〜大きさくらべ〜 ♪
小学館「くらべる図鑑」
より

世界一大きな動物
世界一大きな鳥
世界一大きな魚
世界一高い山
世界一広い墓

… シロナガスクジラ
（体長３３.６ｍ）
… ダチョウ
（全長２.３ｍ）体重は約１３０kg
… ジンベイザメ
（全長１８ｍ）体重は数トン
… エベレスト山（高さ８８４８ｍ）
… 大山古墳（全長４８６ｍ）
大阪府堺市仁徳天皇の墓
世界一高い建造物 … ブルジュ・ドバイ
（８００ｍ以上）
東京タワーの約２．
５倍
世界一長い恐竜 … セイスモサウルス
（全長３５ｍ）
太陽系最大の惑星 … 木星（直径１４万２９８４km）
直径で地球の約１１倍

『街のたより』第９０回
『多摩大学創立２０周年記念コンサート』
〜佐藤俊介・菊池洋子デュオコンサート〜

人気もの

２００８年
月１日
生まれの
女の子
﹃モコ﹄
です︒
ジャンプが
得意 ︑
走ることと
つまみ食いが
大好き！
こわがり屋さんなのでお散歩の間はいつも
ドキドキしていますが︑
ドッグランではゴキ
ゲンです︒
２人のお姉ちゃんとはいつも仲良し …
３人姉妹のように暮らしています︒

わたしは

http://www.sawayaka-mail.com
2009年10月25日 (日）vol.216

２００９年１
１月10日（火） 開演１９時 会場１８時
パルテノン多摩 大ホール
〜樋口裕一氏によるプレトーク〜 １８時３０分
《入場料》 全自由席 １０００円
主催：多摩大学 後援：多摩大学経営情報学部同窓会
お問合せ・チケット予約 多摩大学創立２０周年記念コンサート係
TEL 042-337-7185

本年度より
『寺島実郎氏』
を新学長に迎えた多摩大学では、創立２０周年記念行事の一環として、来る１
１月１
０日（火）
『佐藤俊介・菊池洋子デュオコンサート』
を開催します。 パガニーニの『カプリース』が世界で話題になったヴァイオ
リニスト
『佐藤俊介氏』、日本人初、モーツァルト音楽祭の優勝者『菊池洋子氏』は日本のクラシック音楽界をリード
する二人であり、入場料￥１
０００という特別価格は、地域の方々や学生のみなさんに世界最高の音楽を鑑賞して頂
き、素晴らしい文化を分ち合いたいと願う多摩大学の新しい試みにより実現したものです。
当日は２５０万部のベストセラー
『頭がいい人、悪い人の話し方』の著者『樋口裕一氏』がコンサートの進行をつとめ、
企画・運営に携わった樋口ゼミの学生さんも曲紹介などを行ないます。 芸術の秋…多摩大学から発信される珠玉
のイベント、世界最高の若手音楽家によるデュオリサイタルに足をはこんでみませんか？
☆うれしいお知らせ☆ 多摩大学様のご好意により、
１
０組２０名様にご招待券の
プレゼントがあります。 ご希望の方はプレゼント欄よりお申込み下さい。
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『第２１回 多摩大学雲雀祭』 〜テーマはコミュニティー 〜
■日時 １０月３１日（土）
・
１１月１日（日） ■場所 多摩大学多摩キャンパス 多摩市聖ヶ丘 ４-１-１

☆プレゼントコーナー☆
★ 1. 「多摩大学創立２０周年記念コンサート」
パルテノン多摩大ホール 入場ご招待券

11/10（ 火） … １０組様

★ 2. 「山本百合子ピアノリサイタル」
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 ︒

パルテノン多摩小ホール 入場ご招待券

11/26（ 木） … ５組様

★ 3. 開館３周年記念「北斎漫画展」
平木浮世絵美術館

11/15まで

… ５組様

【雲雀祭にキティちゃんがやってくる！】１０/３１
（土）
・１１/１
（日）
ピューロランドの人気者キティちゃんが描かれた多摩大学オリジナルタンブラーが誕生しました。 牛乳パックと交換します。
おしゃれにエコしましょ！ 牛乳パック１０枚をお持ちいただき、ミニアンケートにご回答いただいた方 にタンブラープレゼント。
（両日とも先着１００名様）
【フットサル大会】１０/３１
（土）１０：００〜１８：００ 受付は１０：００
屋外テニスコート
飛び込み参加OK（高校生以上で ５名以上の団体） 賞品５万円相当 トーナメント方式
【親子将棋大会】１０/３１
（土）１１：００〜１２：３０ １５：３０〜１７：００ 場所 ２１１教室 先着３０名様
日本の伝統のひとつ、将棋の
面白さを親子で体験しましょう。 参加者１組につき盤駒１セットプレゼント！ 子供だけでの参加もOK
【ECOプロジェクト】
①エコ容器 雲雀祭では環境問題に対する取組みの一環として模擬店でエコ容器を使用しています。
②グリーン電力 風力発電、太陽光発電など自然のエネルギーで発電された環境にやさしい電力をグリーン電力と呼びます。
雲雀祭では「そらべあ基金」
（http://www.solarbear.jp/）
を通じ、そのグリーンエネルギーを証書という形で購入し、環境
エネルギーを利用しています。
◉お問合せ：TEL０４２-３３７-７００７（雲雀祭実行委員会） ※車でのご来場はご遠慮ください。

★ 4.「ニューオータニ美術館」
ご招待券
11月末日まで … ５組様
★ 5.「 特別展 根来」
大倉集古館
12/13まで ……… １０組様
東京都写真美術館
12/13まで ……… １０組様
★ 6.「セバスチャン・サルガド アフリカ」
泉屋博古館 分館
12/13まで ……… ５組様
★ 7.「 幻の京焼 京都瓢池園」
松岡美術館
〜11/8・11/10〜12/13 ……… ５組様
★ 8.「大観・観山と日本美術院の画家たち展」
文化学園服飾博物館
12/19まで ……… ５組様
★ 9.「三井家のきものと下絵」
東京都美術館
12/20まで ……… ５組様
★10.「冷泉家 王朝の和歌守 展」
相田みつを美術館
12/20まで ……… ５組様
★11.「日めくりの世界」
Bunkamuraザ・ミュージアム
11/10〜12/23 ……… ５組様
★12.「ロートレックコネクション」
２館共通入館ご招待券
12/23まで ……… ５組様
★13.「弥生美術館・竹久夢二美術館」
★14. 帝劇『パイレート・クィーン』出演：保坂知寿・涼風真世 他 【応募申込みはがき】 ……………… ５組様
【応募申込みはがき】 ……………… ５組様
★15. 日生劇場『シェルブールの雨傘』出演：井上芳雄 他
６店舗共通
平日入館ご招待券
12/31まで ……… １０組様
★16.「極楽湯」
入園券 (4枚１組)
12/30まで ……… ５組様
★17.「こどもの国」
入園ご招待券 (4枚１組)
2010/3/31まで ……… ５組様
★18.「さがみ湖リゾート プレジャー フォレスト」
味の素スタジアム 11/28㈯ 17：00 キックオフ ……… １０組様
★19.【ＦＣ東京 VS ヴィッセル神戸】
日産スタジアム 11/29㈰ 13：00 キックオフ ……… ５組様
★20.【横浜Ｆ・マリノス VS 清水エスパルス】

チャットボード
２つのX masイベント 募集のお知らせ
Ⅰ. 大好評！
『 フラワーアレンジメント講習会』
〜ハワイアンレイをアレンジしたX masリースをつくりませんか？〜
♪初めての方もぜひご参加ください。
①１１月２０日（金）１３：３０〜１
５：３０
ASAニュータウン永山店 ２Ｆフリースペース
②１１月２１日（土）１３：３０〜１
５：３０
ＡＳＡ多摩センター店向い イワオフリースペース
※ 日にちによって会場が異なります。 ご注意ください。
☆材料費 ￥１
５
０
０
（素敵なクリスマスリースができあがります。）
☆日頃のご愛顧に感謝して残りの費用は当店が負担いたします。
注）当店読者の方のご参加に限らせていただきます。

☆あと少しで定員になります☆

点線で切りとりはがきに貼って、お送り下さい。

✂

プレゼント応募用紙
第1希望
★NO.(

第2希望
) ★NO.(

第3希望
) ★NO.(

)

ご住所

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

区

《応募方法》

Ⅱ. クリスマス恒例 『ゆきえさんの絵本の会』

■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。

毎年恒例のクリスマス企画です。 今回は２〜４年生位の
お子様と楽しんでいただける演目を予定しています。
大人の方、
ひとりでのご参加も歓迎いたします。

http :/ / www.sa wa yak a-mai l .c om

♪
「さわやかメール」で検 索♪
＊応募締切り
ハガキ：１０月２８日㈬ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話
：１０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。

申込先

当 選はプレゼントの発 送をもってかえさせて
頂きます。

お問合せ
お申込み先

http://www.sawayaka-mail.com

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）

〠206-0033
多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター店内
『フラワーアレンジメント講習会』係 または
『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

☆日
時 １２月１０日（木）
１
９：００〜（朗読時間 約１時間）
☆場
所 イワオフリースペース ＡＳＡ多摩センター店向い
☆申込締切 定員（３０名）になり次第、締切らせていただきます。
☆参 加 費 おひとり様 ￥１
０
０
０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。）
☆参加ご希望の方は ＦＡＸ・お葉書・ホームページからお申込み
下さい。 ※参加人数、お子さまの年齢をご記入ください。

大好評！ 第４４回バスツアー
『師走の風物詩 羽子板市』は本日（10/25）のちらしをご覧下さい！
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

