いまどきウォッチャ−
♪ 〜羽田から

ド
ッ
り
ト
べ
コ
ゃ
ム
し
お

世界へ〜 ♪

これが言いたかった！ 英語の「ツボ」
フレーズ３０
（前編）
① I ll try.
② Oh,no!
③ For now.
④ Just in case.
⑤ Trust me.
⑥ Almost!
⑦ Are you sure?
⑧ Don t worry about it
⑨ Never mind.
⑩ Take your time.
⑪ We ll see.
⑫ I ll pass.
⑬ You decide.
⑭ It s up to you.
⑮ This will do.

… がんばります。
… うっそ〜／エーッ？
… とりあえず
… 念のため
… まかせて！
… おしい！
… ほんと？
… 大丈夫／気にしないで
… 気にしないで
… あわてないで／ごゆっくりどうぞ
… ちょっと、様子をみます。
… やめときます。
… おまかせします。
… まかせます／あなた次第
… これでいいです。

http://www.sawayaka-mail.com
2010年11月25日 (木）vol.242
『街のたより』第１０３回

イワオ企画『 お客様感謝デー』
◉日 時 １
２月 ４日（土）１０：００〜１５：００
◉会 場 イワオ企画前駐車場
（お車でのご来場はご遠慮下さい。）

ロバート・ハリス著
『英語なんてこれだけ聴けてこれだけ言えれば世界はどこでも旅できる』
より

（おひとり様２点まで）

人気もの

☆大工さん、畳屋さん、瓦屋さんなどの職人さんが皆さんの包丁を
研ぎます。 切れ味がとても良くなって、 これぞプロの技！ …と
驚かれると思います。 またイケメンの若い大工さんがまな板を専門に
削ります。 長く使い込んで、真ん中だけへこんでしまったようなまな板
（木製）もすっかりお色直しをしてお渡しします。
毎年１３０名以上の方がご来店されるので、包丁・まな板のお持込はおひ
とり様２点までにお願いします。１点につき１
００円いただきます。
収益は「社団法人 セーブ・ザ・チルドレン」に寄附して、主にアジアの子供
たちの支援に役立てていただきます。

http://www.iwaokikaku.com

毎年恒例『クリスマスマーケット』
も同時開催中
〜ドイツ直輸入のオーナメントも入荷しています〜
１２月２日（木）〜１２月２４日（金） １０：００〜１７：００
日曜日はお休み、
１２月２３日（祝）は営業します。
♥♥♥ プレゼントラッピングもいたします♪ ♥♥♥

上之根橋信号
多摩ニュータウン通り

永山方面→

多摩センター駅

イワオ企画

ASA
多摩センター店

住宅用エコポイントをもっと便利に…！

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 ︒

内窓や太陽光パネルをつけたりした時にもらえる住宅エコポイントが期間延長になり
（平成２３年１２月末まで）、
より有効に使えることになりました。 節水型便器・高断熱浴槽・太陽熱利用システムでも２００００ポイントが
つきます。 詳細についてはお問い合せ下さい。

1. 2011サザエさんカレンダー ……………………… ５０名様
2. 滝平二郎きりえカレンダー（不織布製） ……………… ５０名様
3. 2011スケジュール書込み式カレンダー B4サイズ … ５０名様
4.『君はどの大学を選ぶべきか』
（冊子） ……………… ２０名様

世田谷美術館
講談社野間記念館
２１-２１ DESIGN SIGHT
ご招待券
上野松坂屋
国立西洋美術館
紀尾井アートギャラリー
平日入館ご招待券
特別入園ご招待券
平日限定大観覧車ご招待券
入場ご招待券
入園券 (4枚１組)
ご招待券
入園券 (4枚１組)

東京ドーム
★19.《第６４回 ライスボウル》
★20.《ジャパンエックスボウル2010》 東京ドーム

営業時間 ９：００〜１７：３０
日曜・祝日定休

乞田川

☆プレゼントコーナー☆
★ 5.「橋本平八と北園克衛展」
★ 6. 開館１０周年記念「村上 豊」展
★ 7.「REALITY LAB 再生・再創造」展
★ 8.「ニューオータニ美術館」
★ 9.「 第５５回 現代書道二十人展」
★10.「アルブレヒト・デューラー版画・素描展」
★11.「吉祥文様と冬景色の伊勢型紙展」
★12.「極楽湯」
６店舗共通
★13.「箱根 強羅公園」
★14.「横浜コスモワールド」
★15.「リスーピア」理数の魅力、体感ミュージアム
★16.「こどもの国」
★17.「東丹沢グリーンパーク」
★18.「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」

フリーダイヤル 0120-723-872

☆また、当日は新米で炊いたお赤飯（１パック２００円）やたっぷりの地元
野菜と無添加の粉でつくる
「すいとん」
（ 無料）のサービスがあります。
お気軽におでかけください。
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★
★
★
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【イワオ企画】
多摩市豊ケ丘 １-５９-１０

上 之 根 大 通り

ミニチュア
ピンシャー
の
﹃ジョン
くん﹄︵５
歳︶
です︒
食欲旺盛 ︑
スキをねら
って台所の
料理を食べてしまうことも …
︒︵笑︶
一番の好物はご主人が家庭菜園でつくる
〝きゅうり〟 ︒太らないよう毎日 〜
分のお散歩は欠かせません︒
仲良しのワンちゃんにはベッタリですが︑
知らないワンちゃんには吠えまくります︒
家族みんなを和ませてくれる大切な
いつまでも元気でいてね︒
﹃ジョンくん﹄ …

ぼくは

40

毎年好評！『包丁研ぎ・まな板削り』 各１点 １００円

2011/1/3㈪
12/20㈪

12/12まで
12/19まで
12/26まで
12月末日まで
2011/1/2〜1/8
2011/1/16まで
2011/1/30まで
12/31まで
12/31まで
2011/1/28まで
12/29まで
12/30まで
2011/4/30まで
2011/3/31まで

…… ５組様
…… ５組様
…… ５組様
…… ５組様
……１０組様
…… ５組様
…… ５組様
……１５組様
…… ５組様
…… ５組様
…… ５組様
……１０組様
…… ５組様
…… ５組様

14：00キックオフ ………………… １０組様
19：00キックオフ ………………… ２５組様
（ご希望枚数お知らせ下さい。）

チャットボード
クリスマス恒例 『ゆきえさんの絵本の会』
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。
大人の方のご参加も大歓迎です。
☆日
時 １２月９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 おひとりさま ￥１
０００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『デリバリーサンタ』受付中！
デリバリーサンタとは？

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1希望

第2希望
) ★NO.(

★NO.(

第3希望
) ★NO.(

)

■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/
★「さわやかメール」で検索！★

ご住所

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

区

＊応募締切り
ハガキ：１１月２９日㈪ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話
：１１月２９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。

【サンタさんが伺える期間と時間】
☆期間 １２/１３
（月）〜１２/２５
（土） ☆時間 １２：００〜２０：００
（上記以外の日程についてはご相談下さい。）
注意：当店配達エリア内のみ伺わせていただきます。

申込先

http://www.sawayaka-mail.com

〠 206-0033

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）

〠206-0033
多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター店内
『ゆきえさんの絵本の会』係 または
『デリバリーサンタ』係

フリーＦＡＸ ０８００-８００-３１５４

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

＊当店のスタッフがサンタクロースに扮してみなさんのお宅や
子供会のイベントなどにお伺いする企画です。
＊お子さんとの写真撮影やパーティ参加など、ご希望の日程を
ＦＡＸ・お葉書・ＨＰからお知らせ下さい。
＊スケジュールを調整させていただきます。
＊１２/２４
（金）
・２５
（土）はご予約なしで玄関先にお伺いする場合も
ございますが、必ず来て欲しい方は前もってご予約ください。

大好評！ 第５２回バスツアー

年末『焼津さかなセンター』買い物ツアー
本日（11/25）、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

