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♪旧 国 名クイズ
それぞれの読み方は？ また現在のどこにあたるでしょう？

①陸奥 ②和泉 ③近江 ④上野 ⑤美作

http://www.sawayaka-mail.com
2010年2月25日 (木）vol.224

⑥常陸 ⑦遠江 ⑧河内 ⑨隠岐 ⑩対馬
答え
①陸奥（むつ）

今の福島・宮城・岩手・青森の４県と秋田県の一部。

②和泉（いずみ） 今の大阪府の一部。 畿内５カ国のひとつ。
③近江（おうみ）

今の滋賀県。 早くから琵琶湖の水上交通が発達した。

『街のたより』第９４回

④上野（こうずけ） 今の群馬県。 古代に毛野と呼ばれのちに上・下に分かれた。
⑤美作（みまさか） 今の岡山県北東部。 備前から分かれて一国となった。
⑥常陸（ひたち）

アートサロンLIVE PLAZAポラン企画展

今の茨城県の大部分。 東海道１５カ国のひとつ。

『菊池日出夫の原画展』

⑦遠江（とおとおみ）今の静岡県西半部。 琵琶湖（近淡海）⇔浜名湖（遠淡海）。
⑧河内（かわち）

〜みんなでうどんづくり と さんきちと子トキ〜

今の大阪府南東部。 畿内５カ国のひとつ。

⑨隠岐（おき）

今の島根県北部の隠岐郡、日本海海上の隠岐諸島全般。

⑩対馬（つしま）

今の長崎県北部の島。

多摩市落合 ６-１-１-１
０７（鶴牧商店街）
定休日 水曜・木曜
TEL０４２-３５５-７５５０／FAX０４２-３５５-７５５２

『読めないと恥をかく漢字の本』
より抜粋

人気もの

生まれて半年
になる
﹃まる﹄
は︑
いたずらが
大好き！
車に乗り込
んだり︑
トラ
ンクにもぐり
こんだり …
バイクの上で
遊んだりし
ます︒
お風呂場が大好きで︑浴槽のお湯の中
に落ちたこともありますが︑水がへっちゃ
らなので全く大丈夫！
お湯に手をつっこんだりしますが︑
その
仕草がまた可愛らしいこと！
玄関を入るとまず︑﹃まる﹄
の名前を呼
ぶのが家族みんなの習慣になっています︒

ぼくは

http://www.midori-kurashi.co.jp/
２００５年４月にオープンした『アートサロン LIVE PLAZA ポラン』
は、地域に開かれたサロン型ギャラリーです。
身近なアート作品からパブリックアートまでアーティストによるトー
クショーやワークショップ、
コンサートなどを行なって地域の方々と
交流する双方向のギャラリーを目指しています。
今回は『ポラン』最多、
４回目となる絵本作家、菊池日出夫氏の
原画展を開催します。 福音館の『かがくのとも』
（２００９年１
１月号）
〜みんなでうどんづくり〜と
『おおきなポケット』
（２０１
０年２月号）
〜さんきちと子トキ〜の原画展です。
企画にちなみ、
３／７
（日）は菊池さんの友人である岩田輝夫さん
のご指導で手打ちうどんのワークショップを行ないます。 打った
うどんはオープニングパーティで味わいます。
菊池日出夫さんのトークショーも予定しています。
３／１３
（土）は「さんきちと子トキ」の監修を手がけた動物の専門
家で、多摩動物園職員の成島悦雄さんが「トキのおはなし」をし
てくれます。
最終日４／４
（日）はおなじみ、菊池日出夫と満天座のコンサート
でお楽しみ下さい。 ベースはかつてフォークグループで活躍した
プロのミュージシャンです。 お楽しみに〜！

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☆

★ 1.「東京国際アニメフェア2010」
東京ビッグサイト 3/27㈯・28㈰の２日間有効券 … ５組様
★ 2.「カレン・サリカ展」デンマークの現代彫刻家
久米美術館
3/22まで ……… ５組様
★ 3.「東海道五十三対」〜物語でたどるもう一つの東海道〜
平木浮世絵美術館
3/ 6〜3/28 ……… ５組様
★ 4.「VOCA展２０１
０ 新しい平面の作家たち」
上野の森美術館
3/14〜3/30 ……… ５組様
★ 5. 荒木経惟・船越桂「至上ノ愛像」
高橋コレクション日比谷
4/ 4まで ……… ５組様
★ 6.「吉祥のうつわ展」
松岡美術館
4/ 8まで ……… ５組様
★ 7.「江戸の伊勢型紙美術館」
紀尾井アートギャラリー
4/30まで ……… ５組様
★ 8.「東京おもちゃ美術館」
入館ご招待券
4/30まで ……… ５組様
★ 9.「ジョン・ルーリー展」
ワタリウム美術館
5/16まで ……… ５組様
★10.「極楽湯」
６店舗共通
平日入館ご招待券
3/31まで ………１０組様
★11.「よこはま コスモワールド」
平日限定大観覧車ご招待券 4/28まで ……… ５組様
★12.「KID-O-KID」 横浜みなとみらい店・川崎ルフロン店・ららぽーとTOKYO-BAY店 ３館共通入場ご招待券 4/30まで ……… ５組様
★13.「こどもの国」
入園券 (4枚１組)
6/29まで ……… ５組様
★14.【観劇】新橋演舞場 ４月公演「四谷怪談忠臣蔵」 出演：市川右近ほか 応募申込みはがき … １０組様
★15.【観劇】日本橋・三越劇場 「竜小太郎公演」 出演：竜小太郎・ほか
応募申込みはがき … １０組様
★16.〈日本ハム VS オリックス〉 東京ドーム 3/30㈫・31㈬
★17.〈ヤクルト VS 中 日〉
神宮球場 3/30㈫・31㈬・4/1㈭
★18.《ＦＣ東京 VS セレッソ大阪》
味の素スタジアム
★19.《横浜Ｆマリノス VS 川崎フロンターレ》 日産スタジアム

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.(

試合開始18：00（ 共通チケット）…… ５組様
試合開始18：00（ 日付別チケット）…… ６組様
3/20㈯ 19：00 キックオフ ……… １０組様
3/20㈯ 14：00 キックオフ ………… ５組様

)

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

区

① 手打ちうどんワークショップ ３／７
（日）１
１：００〜１３：００
自分で打って味わう／うどんづくり伝授します。
打ったうどんはオープニングパーティで味わいます。
講師：岩田輝夫氏 参加費￥１０００
３／７
（日）１４：００〜１８：００
② オープニングパーティ
１部 「菊池日出夫さんのおはなし」
２部 「オープニングパーティ」
参加費 ￥１０００
（持込大歓迎）
３／１３
（土）１４：００〜１６：００
③ トークショー
１部 「成島悦雄さんのトキのおはなし」
２部 「菊池日出夫さんと成島悦雄さんの対談」
参加費 ￥１０００
（子供無料）
（日）１４：００〜１６：００
④ 菊池日出夫と満天座ライブ ４／４
参加費 ￥１０００
４／４
（日）１６：００〜１９：００
⑤ エンディングパーティ
参加費 ￥１０００
（持込大歓迎）

大好評 ！ 第4７回バスツアー

http://www.sawayaka-mail.com/
＊応募締切り
ハガキ：３月 １日㈪必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話
：３月 １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

会期 ３／７
（日）〜４／４
（日）
１１：００〜１９：００
水曜・木曜定休日

■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。
★『さわやかメール』で検索！★

ご住所

【菊池日出夫原画展のお知らせ】 会場：ポラン

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）

『高遠城址公園のコヒガンサクラを見に行こう！』
旅行期日 ４月１４日
（水）
旅行代金 ６３００円
（お弁当付き）
高遠城址公園内に約１５００本以上咲くコヒガンザクラは、
ソメイヨシノより少し
小ぶりで赤みのある花を咲かせます。 園内の桜は、古くから
「天下一の桜」
と称されて全国的に有名で「県の天然記念物」
「さくら名所１
００選」にも選ば
れています。 満開時には公園全体が薄紅色に染まり、白いソメイヨシノとは
一味違った桜を楽しめます。

◆お申込み・お問い合せは
（株）朝日旅行 TEL03-5777-6722 担当：笹嶋
◆本日（2/25）、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

