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♪間 違いやすい四 字 熟 語♪
それぞれの誤りを訂正して下さい。
1. 怪刀乱麻

2. 危機一発

3. 厚顔無知

4. 短刀直入

5. 夢我夢中

6. 不和雷同

7. 異句同音

8. 奇想天涯

9. 孤立無縁

10. 心気一転
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11. 意味伸長 12. 天衣無法

答えは「ぼくは人気もの」の下欄です。

人気もの

です︒
普段はおと
なしく人間
が大好きな
のですが︑
外に連れて
行くとケンカがはげしいので︑家の中での
生活が多くなっています︒
湯上がりのタオル＆石鹸の匂いが好き
で︑
まとわりついてきては体を拭いてほ
しがります︒ 陽の当たる場所でお外を
眺めている時間がこの上ない幸せ …
新鮮な鶏のササミが大好物です︒

ぼくは

『街のたより』第９３回

『箱根ガラスの森』
神奈川県箱根町仙石原 ９４０-４８／TEL０４６０-８６-３１
１
１
開館時間／９：００〜１７：３０
（入場は１７：００まで）
料金／大人１３００円、 大高生１
１
００円、中小生８００円
最寄り駅／箱根登山鉄道 箱根湯本

http://www.ciao3.com/

キジトラの

雑種﹃ミルク﹄
︵８歳９ヶ月︶

小田急線利用でアクセスも便利、四季折々の自然が満喫
できる箱根路には多くの美術館がありますが、とりわけ人気が高く、何度も足を運びたくなるのが『箱根
ガラスの森』。 クリスマスに登場したガラスのツリーや高さ９m、 全長１０mの『光の回廊』など、太陽に反射
して表情を変えるクリスタルガラスのきらめきに心奪われながら、
１０００年の歴史を辿るガラス工芸品が
展示された「ヴェネチアン・グラス美術館」や「現代ガラス美術館」、カンツォーネの生演奏を楽しめるカフェ
レストランやミュージアムショップですごす時間も思い出深いひとときになることでしょう。
現在は世界３大カーニバルの１つで毎年２月に行われる
『ヴェネチアンカーニバル』が体験できる
『ヴェネチア
仮面祭』
を開催中、
オリジナル仮面づくり
（約１時間 ￥１７００〜）も好評、色とりどりの仮面とマントをまとい
非日常的な体験ができるスペシャルイベントにでかけてみませんか？

答え
1. 快刀乱麻（かいとうらんま）
7. 異口同音（いくどうおん）
2. 危機一髪（ききいっぱつ）
8. 奇想天外（きそうてんがい）
3. 厚顔無恥（こうがんむち）
9. 孤立無援（こりつむえん）
4. 単刀直入（たんとうちょくにゅう） 10. 心機一転（しんきいってん）
5. 無我夢中（むがむちゅう）
11. 意味深長（いみしんちょう）
6. 付和雷同（ふわらいどう）
12. 天衣無縫（てんいむほう）
『読めないと恥をかく漢字の本』
より抜粋

【インフォメーション】
『仮面舞踏会へようこそ』
〜爛熟の時代のヴェネチアングラス〜 ３／３１まで
ヴェネチアン・グラスの伝統的な技法をより高めた１８世紀から１９世紀の作品と共に、生きる喜びに満ちた時代の
ヴェネチアのカーニバルの文化を紹介しています。
《カンツォーネ演奏時間》
【カフェテラッツァおすすめメニュー】
〜緑の庭園と雄大な山々を見渡すオープンテラスのカフェレストラン〜
午前 １１：００〜１１：１５
１２：００〜１２：１５
特選ローストビーフ ランチセット ￥３６８０／箱根産小松菜とカラスミのパスタ ￥１
１５０
午後 １：００〜 １：１５
シフォンケーキセット ￥１３００
（コーヒーまたは紅茶）
２：００〜 ２：１５
フルーツティセット ￥１９８０
（２名様用） 〜季節のフルーツとニルギリのハーモニー〜
３：００〜 ３：１５
★おすすめスウィーツ 季節限定 ２／１〜 『ドルチェ・マスケラーデ』（１日５０食）
４：００〜 ４：１５
貴婦人のスカートに見立てた濃厚なホワイトチョコのムースに蝶の仮面を模したチョレート添え

特別プレゼントのお知らせ

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 ︒

☆プレゼントコーナー☆

『箱根ガラスの森』のご招待券を１０組様にプレゼントします。ご希望の方は応募用紙にてお申込み下さい。

★ 1.特別プレゼント
「箱根ガラスの森」
ご招待券
3/31まで …… １０組様
★ 2.「山本冬彦コレクション展」
佐藤美術館
2/21まで …… ５組様
★ 3.「江戸の英雄」
平木浮世絵美術館
2/28まで …… ５組様
★ 4.「パレスチナの民族衣装」
文化学園服飾博物館
3/14まで …… ５組様
★ 5.「能面・能装束展」
大倉集古館
3/14まで …… ５組様
★ 6.「細川サイエンス 〜殿様の好奇心〜 」
永青文庫
3/14まで …… ５組様
★ 7.「 新春展 春の妝い」
泉屋博古館 分館
3/14まで …… ５組様
★ 8.「竹久夢二美術館・弥生美術館」
２館共通入館ご招待券
3/28まで …… ５組様
★ 9.「極楽湯」
６店舗共通
平日入館ご招待券
3/31まで …… １０組様
★10. 箱根「ひめしゃらの湯」
平日ご招待券
3/31まで …… ５組様
★11.【観劇】国立劇場 ３月花形歌舞伎「通し狂言 金門五山桐」出演：中村橋之助ほか 応募申込はがき … ５組様
★12.「サンリオピューロランド」
特別入場券
2/28まで …… １０組様
★13.「帆船日本丸＆横浜みなと博物館」
共通ご招待券
3/31まで …… ５組様
★14. ハイブリッド・レジャーランド
「東武動物公園」
入園券
3/31まで …… ５組様
★15.「京急油壺マリンパーク」
入園ご招待券
3/31まで …… ５組様
★16.「リスーピア」理数の魅力、体感ミュージアム
入場ご招待券
3/31まで …… ５組様
★17.「ナムコ・ナンジャタウン」
特別ご招待券
3/31まで …… ５組様
★18.「こどもの国」
入園券 (4枚１組)
6/29まで …… ５組様
★19.「東京ドイツ村」
入園ご招待券
3/31まで …… ５組様
★20.「第３３回 日本古武道演武大会」日本武道館
ペアご招待券
2/7(日) １
０：３０開会 … 御希望枚数

お知らせ下さい

点線で切りとりはがきに貼って、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.(

)

多摩市

お名前

様

TEL

毎日発行 月ぎめ １７２０円（税込み）

日曜日発行 月ぎめ ９４０円（税込み）

あの、池上 彰さんが著書でこう書いています。

新聞を読む子は
新聞を読む子は

これは、
いろいろな学校や
テレビ番組を通じて、
子供たちと接してきた
私の実感です。

学力が高い。
学力が高い。

新聞を読む習慣をつけると語彙力が飛躍的に伸びます。
新聞は国語に限らずあらゆる教科を伸ばすのに
役立つ教材です。
新聞には、学力はもちろん、好奇心、考える力、
多くのものの見方などを育むのに、大きな効果があります。
ア

サイトが
新しく
なりました。

サ

ガ

ク

www.asagaku.com
紙面のサンプル画像、連載コーナー紹介、
記事の一部も見られます。

http://www.sawayaka-mail.com/

区

＊応募締切り
ハガキ：１月２８日㈭必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話
：１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

朝日小学生新聞 朝日中学生ウイークリー

★『さわやかメール』で検索！★

ご住所

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。）からは
We b 会員に登録の上お申込み下さい。

新入学・進学のお祝いに いかがですか？！

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）

大好評 ！ 第45回バスツアー

好評！『南房総のお花狩り』
旅行期日 ２月１８日
（木）
／ 旅行代金 ６９００円
太平洋の青い大海原、一面のお花畑など温暖な南房総への
日帰りバスツアーです。 昼食は新鮮な海の幸を。 千倉でストックや
ポピー・キンギョソウなどのお花摘みをお楽しみ下さい。

◆お申込み・お問い合せは
（株）朝日旅行 TEL03-5777-6722 担当：笹嶋
◆本日（1/25）、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

