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♪ この 漢 字 読 めますか？
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

総角
四阿
馬酔木
漁火
饂飩
固唾
華奢

山梔子
炬燵
独楽
山茶花
白湯
百日紅
老舗

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

注連縄
沈丁花
内裏
蒲公英
雪駄
手水
躑躅
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人気もの

わが家のアイドル
﹃リンちゃん﹄︵５歳︶
です︒
おしゃれが大好きで毎日お洋服を着替
えます︒ママのことが大好きで︑普段は

ママの言うことしか聞きませんが …
大好物のお刺身︵まぐろ＆かつお︶
を食卓
に見つけると︑パパのそばにベッタリと寄り
添い︑
ごきげんをとり︑大好きなお刺身を
見事ゲットします︒︵笑︶

圧倒的なテクニックと感性と品格、そして個性！
☆こんなに愉快な弦楽四重奏があって良いのでしょうか？
クラシックからピアソラ、ピンクパンサー、ニューシネマパラダイスに
なんとあの迫力の名曲ゴジラ！ さらにウェストサイドストーリーなど…。
☆石田泰尚 率いるクァルテットの醍醐味をご堪能下さい。
石田泰尚ら４人のヴィルトゥーゾが長く育んできた究極のクァルテット

フィリアホールステージをお聞き逃しお見逃しなく…！

石田泰尚 ⇧ 写真左 ヴァイオリン（多摩市）

☆プレゼントコーナー☆
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 ︒

★ 1.「二輪の祭典 東京モーターサイクルショー」
★ 2.「中国青銅鏡」
★ 3.「２０世紀のポスター
［タイポグラフィ］」
★ 4.「 没後２０年 中川一政展」
★ 5.「近代日本画にみる女性の美」
★ 6.「横浜ユーラシア文化館＋横浜都市発展記念館」
★ 7.「弥生美術館＋竹久夢二美術館」
★ 8.「VOCA展２０１
１ 新しい平面の作家たち」
★ 9.「ニューオータニ美術館」
★10.「ヴィジェ・ルブラン展」
★11.「ファンタジー〜松岡コレクションの幻想世界〜 」
★12.「ハートビート展 時代にキスして」
★13.「極楽湯」
６店舗共通
★14.「東洋館」漫才・コント・バラエティ定席
★15.「 横浜大世界 トリックアートミュージアム」
★16.「こどもの城」
★17.「明治神宮アイススケート場」
★18.「まちだリス園」
★19.「こどもの国」

国立音楽大学を首席で卒業、同時に矢田部賞受賞。
２２歳の若さで新星日本交響楽団副コンサートマスターを務め、その後同楽団
のコンサートマスターに就任。
２００１年より神奈川フィルハーモニー管弦楽団ソロ・コンサートマスターに就任、
現在に至る。 同年１０月、故羽田健太郎氏（ピアノ）、村井将氏（チェロ）
と トリ
オ・アパッショナート を結成。
これまでに、ハチャトゥリアンのヴァイオリン協奏曲、
フィリップ・グラスのヴァイオリン協奏曲他、多数の協奏曲をソリストとして演奏し、
そのどれもが好評を博している。２００６年、東京オペラシティリサイタルシリー
ズ「B→C（バッハからコンテンポラリー）」
に出演。
２００７年１０月には神奈川文化賞未来賞を受賞し、今後の活躍が益々期待され
ている。
http://www.musiciansparty.jp/wp/ishida/

東京ビッグサイト
3/25・26・27（３日間）………… ５組様
泉屋博古館 分館
3/ 6まで ……………… ５組様
東京都庭園美術館
3/13まで ……………… ５組様
日本橋髙島屋
3/3〜3/21 ……………… ５組様
そごう美術館（横浜）
3/21まで ……………… ５組様
共通ご招待券
3/27まで ……………… ５組様
２館共通入館ご招待券
3/27まで ……………… ５組様
上野の森美術館
3/14〜3/30 ……………… ５組様
ご招待券
3月末日まで ……………… ５組様
三菱一号館美術館
4/ 3まで ……………… ５組様
松岡美術館
4/ 7まで ……………… ５組様
ワタリウム美術館
4/17まで ……………… ５組様
平日入館ご招待券
3/29まで …………… １０組様
平日ご招待券
3/11〜4/8 ……………… ５組様
平日入館ご招待券
3/31まで ……………… ５組様
入館ご招待券
4/ 5まで ……………… ５組様
優待滑走フリータイム券
3/31まで ……………… ５組様
入園ご招待券
3/31まで ……………… ５組様
入園券 (4枚１組)
6/30まで …………… １０組様

3/13（ 日） 15：00キックオフ ………… ５組様
★20.【横浜Ｆマリノス VS 川崎フロンターレ】 日産スタジアム
★21.《ヤクルト VS 阪神》 神宮球場 日程＆試合開始時間：3/25 18：00／3/26 14：00／3/27 13：00（ 日程別チケット）… ６組様

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
) ★NO.(

★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。
新規登録の方は、おトクなクーポン情報満載！
にアクセス！
http://www.asawebtama.com/
★「アサウェブタマ」で検索！★
＊応募締切り
ハガキ：２月２８日 ㈪ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話
：２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

１８：３０開場

フィリアホール
横浜市青葉区民文化センター
東急田園都市線 青葉台駅下車徒歩３分
〈東急スクエアSouth-1 本館５階〉
駐車場は東急スクエア駐車場をご利用下さい。

YAMATO 弦楽四重奏団
石田泰尚 /ヴァイオリン
執行恒宏/ヴァイオリン
榎戸崇浩/ヴィオラ
阪田宏彰/チェロ

【この漢字読めますか？】のこたえ
1. あげまき 2. あずまや 3. あしび 4. いさりび 5. うどん
6. かたず 7. きゃしゃ 8. くちなし 9. こたつ 10. こま
11. さざんか 12. さゆ 13. さるすべり 14. しにせ
15. しめなわ 16. じんちょうげ 17. だいり 18. たんぽぽ
19. せった 20. ちょうず 21.つつじ

第1希望

2011
１９：００開演

『YAMATO弦楽四重奏団コンサート』

※答えは「わたしは人気もの」の下欄

わたしは

３.１５（火）

『街のたより』第１０６回

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

★プログラム★
グリーク String Quartet op.27g-moll
ピンクパンサーバリエーション
ゴジラ
ピアソラシリーズ〜 Oblivion
ウェストサイドストーリー
ニューシネマパラダイス
荒野の七人
Sunrise Sunset
（屋根の上のヴァイオリン弾き）
演奏者の都合により曲目変更の場合はご了承下さい。

入場料／自由席券
￥３０００
（税込）
座席指定券 ￥３５００
（税込）
チケットご予約・お問合せ
アーバン・クラシック TEL０４２-３７１-１
５５４
http://www.urbanclassic210.com/
※未就学児童の入場はご遠慮下さい。

『おしゃべりドットコム』読者様ご優待のご案内
自由席券 ￥３０００ ⇨ ￥１
０００
この特別な機会をどうぞご利用下さい。
お申込み TEL０４２-３７１-１
５５４

チャットボード

３／３１付夕刊から文字が大きくなります。
％拡 大！
文 字の大きさは１４
さい！
朝 日 新 聞にご 期 待 下
る
な
く
す
や
み
読
に
ら
さ

NEW 大好評！ 第５４回バスツアー

「高遠のコヒガンザクラを見に行こう！」
■旅行期日： ４月１２日
（火）
■旅行代金： ６３００円（城址公園入場券・昼弁当付）
【コース】
多摩センター駅→永山駅→聖蹟桜ヶ丘駅→中央高速ー諏訪I.Cー
高遠城址公園・園内に花咲く約１
５００本のコヒがンザクラを見学、
弁当昼食ー諏訪I.Cー中央高速ー各出発地（２０時頃着予定）
※サクラの見頃はその年の陽気によって異なります。
※サクラの開花により旅行催行日を変更する場合があります。

◆お申込み・お問い合せは
（株）朝日旅行 TEL03-3248-6464 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。

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）

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

