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♪沖縄の食材・料理方言集♪
《魚/海草》
グルクン☞タカサゴ／イラブチャー☞ナンヨウブダイ
ミーバイ☞ハタ／イラブー☞海へび
アーサ☞岩のり／スヌル☞もずく
《野菜》
ゴーヤ☞にがうり／ナーベラ☞へちま
フーチバー☞よもぎの葉／ターンム☞田芋
マーミナー☞もやし／マンジュマ☞パパイヤ
《その他》
ソーキ☞豚の骨付き肉／ラフテー☞豚の角煮
ミ
ミガー☞豚の耳／テビチ☞豚足
ヒージャ☞ヤギ／ジーマミ☞ピーナッツ
チャンプルー☞油の炒め物／ジューシー☞炊き込みご飯

『街のたより』第97回

人気もの

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☆

北海道美瑛産グリーンアスパラ
Lサイズ 先着６０袋限り
（品質保持袋入） 特別価格
３００g 約１０本入１０００円（税込）

羊蹄山麓「倶知安産の新じゃが」、北海道産黒豆１００％使用の「黒豆茶」
に続き、
当店では㈱感動いちばさん（札幌）
との協力により、北海道の味覚『美瑛産グリー
ンアスパラガス』
を販売します。
サッと茹でるシンプルな美味しさはもちろん、
『アスパラベーコン巻き』が超美味！
そんなわけで今回は北海道森町産の無菌豚『いのこ豚のベーコン』
も限定数
ご用意しました。 山に囲まれた美瑛町は寒暖差がはげしく、おいしい野菜が
たくさん採れる地域でアスパラ生産量は北海道 第１位。
『洞爺湖サミット』の首脳
晩餐会でも絶賛された美瑛産アスパラの信用は ①無農薬 ②１本１本手作業で
収穫 ③大きさや形を２度選別… などのこだわりによって支えられています。
そのままはもちろん、天ぷら・シチュー、炭火焼のおいしさも格別です。

北海道森町産
いのこ豚のベーコン１００g入り
先着４０セット限り
プラス５００円（税込）で…

６/１
２
（土）
・
１
３
（日）
産地より到着、
１
２
（土）
・１
３
（日）
のご希望時間帯に当店スタッフが
みなさまのお手元にお届けします。新鮮なうちに旬の味覚をご堪能ください。
★お支払いは商品と引き換えでお願いします。 配達料はかかりません。

【販売内容】 詳細は本日のチラシをご覧下さい。
【第１回 生命保険個別無料相談会を終えて】
開催日： ４/１８・４/２５・４/２９・５/１・５/２ 完全ご予約制
主 催： ＡＳＡ多摩センター・ニュータウン永山・豊ヶ丘新聞センター
講 師： 東京海上あんしん生命保険㈱ 太田哲也氏
パルテノン多摩にて、
５日間の日程で開催した『生命保険個別相談会』
ですが、
８組のお客様にご来場いただき、生命保険・医療保険の保障内
容をはじめ、教育資金の準備方法やセカンドライフの資産運用、相続の
ご相談など多岐にわたる内容についてご面談を重ね、好評のうちに終了
いたしました。 次回の相談会は１０月頃を予定しています。

★ 1.「パルコファクトリー」
招待券
6/14まで … ５組様
21̲21 DESIGN SIGHT
6/27まで … ５組様
★ 2.「ポスト・フォッシル：未来のデザイン発掘」展
戸栗美術館
6/27まで … ５組様
★ 3.「初期伊万里展」併設：朝鮮陶磁
２館共通入館ご招待券
6/27まで … ５組様
★ 4.「弥生美術館・竹久夢二美術館」
世田谷文学館
6/27まで … ５組様
★ 5.「星 新一展」
（北鎌倉）
入館ご招待券
6/30まで … ５組様
★ 6.「葉祥明美術館」
目黒区美術館
6/ 5〜7/11 … ５組様
★ 7. 創作と審美眼の世界「紅心 小堀宗慶」展
講談社野間記念館
7/19まで … ５組様
★ 8. 近代の歴史画と
「講談社の絵本」展
紀尾井アートギャラリー
7/31まで … ５組様
★ 9.「 常設 江戸の伊勢型紙美術館」
ご招待券
7/31まで … ５組様
★10.「世田谷美術館」
ワタリウム美術館
8/ 1まで … ５組様
★11.「落合多武 展」スパイと失敗とその登場について
出演：保阪知寿他
【応募申込みはがき】… ５組様
★12. シアタークリエ「まさかのＣｈａｎｇｅ？
！」
★13.『リスーピア』理数の魅力、体感ミュージアム
入場ご招待券
6/30まで … ５組様
★14.「ボーリングお楽しみ券」１人２ゲーム以上のプレイに限り、
１人１ゲーム無料を ２枚（１枚で２名有効）セットにして
6/30まで … ５名様
★15.交流試合【東京ヤクルト VS 千葉ロッテ】 神宮球場 6/6㈰ 試合開始時間15：00 ・7㈪ 試合開始時間18：00（ 日付別チケット）… ６組様
★16.交流試合【埼玉西武ライオンズ VS 阪神】 西武ドーム 6/9㈬ ・10㈭ 試合開始時間 18：00（ 共通チケット）… ６組様
★17.【東京ヤクルト VS 巨 人】 神宮球場 6/22㈫ ・23㈬ ・24㈭ 試合開始時間 18：00（ 日付別チケット）…… ６組様
★18.【東京ヤクルト VS 阪 神】 神宮球場 6/25㈮ 試合開始時間18：00・26㈯・27㈰ 試合開始時間14：00（ 日付別チケット）…６組様
★19.《横浜Ｆ・マリノス VS 浦和レッズ》 日産スタジアム 6/ 9㈬ 19：00キックオフ …………………… ６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.(

)

★「さわやかメール」で探索！★

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。) からは
Web会員に登録の上、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：５月 ２８日 ㈮ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話
：５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

相談会へのご来場ありがとうございました。
ご参加いただいた皆様はお気づきのことと存じますが、
病気やケガ、死に対する家計のダメージを考える上で
は、健康保険の制度をしっかり把握しておくこと、
ご家庭
の人生設計を考えておくことがとても重要です。日本は
世界でも例がない少子高齢化社会に進んでいこうとし
ています。税制や公的な制度は望ましい方向ばかりには
進んでいかないかもしれませんが、私たちの心の豊かさ
はどんな時でも失いたくないものです。皆様のご家庭の
夢や希望をお伺いし、私自身心が豊かになる相談会に
なりました。すばらしい機会を与えて下さった多くの皆様
に心より御礼申し上げます。
太田哲也

チャットボード
夏休み直前スペシャル
「ゆきえさんの絵本の会」のお知らせ
※ まだお席に余裕があります。
☆日 時
☆場 所
☆定 員
☆参加費

７月８日（木） 午後７時開演
イワオフリースペース（ASA多摩センター店向い）
３０名 定員になり次第、締め切らせていただきます。
おひとりさま ￥１０００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。

☆今回は小学校低学年のお子様と楽しんでいただける演目を
予定しています。
☆ご希望のお客様は FAX・お葉書・ＨＰから参加人数・お子様
の年齢をご記入の上、お申込み下さい。
申込先

〠 206-0033 多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター内

『ゆきえさんの絵本の会』係
フリーFAX 0800-800-3154

http://www.sawayaka-mail.com

《応募方法》

プレゼント応募用紙
第1希望

ご愛読者様特別企画 〜北海道から届いた初夏の便り〜

甘くてやわらかくてジューシー！
産地直送『美瑛産グリーンアスパラガス』販売のお知らせ

こだわりのベーコンもセットでどうぞ…

ちょっと大きめのミニ
うさぎ
﹃タマちゃん﹄
︵４才︶
です︒
多摩で暮らすから
﹃タマちゃん﹄︵笑︶ …
４年前に近くのホーム
センターで出会いが
あり連れて帰ってきま
した︒性別は不明？

ですが︑
お兄ちゃんのことが大好きで︑
朝２階か
ら降りてくる時と仕事から戻った時にはうしろ
足で立って︑
超うれしそうにしているので︑
たぶん
女の子だと思います︒
決まった場所でおトイレ
ができるお利口さん︑
バナナ・みかん・イチゴが
大好き︑
いつまでも元気でいてね︒
〜貝取﹃白樺﹄
さんより〜

わたしは

http://www.sawayaka-mail.com
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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！ バスツアーのお知らせ
第48回『上高地帝国ホテルでランチ』
旅行期日 ６月１７日
（木）
／ 旅行代金 １２０００円
◆お申込み・お問い合せは
（株）朝日旅行 TEL03-3248-6464 担当：笹嶋

☆本日（5/25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

ＮＥＷ！『シャガール特別鑑賞バスツアー』
休館日を貸切で利用 鑑賞時間 ９：００〜１２：３０
旅行期日 ７月５日
（月）
／旅行代金 ￥７９５０
【昼食含】
《行程》 多摩センター →（首都高）→東京藝術大学美術館 シャガール展
※充実したコレクションを誇るポンピドーセンターから７０点を特別展示

→浅草地区散策／【昼食】 浅草ビューホテル
２７階レストランにてスカイツリーを眺めながらのご昼食

→明治神宮→（首都高）→多摩センター

◆お申込み・お問い合せは JTB TEL０１２０-３０４-６２２（平日９:３０〜１７：３０）
☆近日中にチラシが入ります。詳細はチラシにてご確認下さい。

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

