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３月１１日に発生した東日本大震災において、地震や津波に
より被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と、一日も早い復旧を心からお祈りしております。
所 長

♪ 停電についての予備知識

http://www.sawayaka-mail.com
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３／１４
（月）朝日新聞朝刊より抜粋
Q1 停電で一番注意することは？
A 火事になっても火災報知器がならない可能性がある。
エレベーターも停まるので注意。
Q2 停電で火事
A 停電の前には必ずアイロン、ヘアドライヤー、
トースター
などのプラグをコンセントから抜いておく。
Q3 水道やトイレは？
A 給水場が停電すると断水する。 バックアップ電源がない
マンションでは、給水ポンプも止まり断水し、
トイレも使えな
くなる。浴槽に水を張り、やかんなどにくみ置きをしておく。
Q4 その他の注意点は？
A 停電するとオートロックや自動ドアも動かなくなる。
オール電化住宅では炊事もできなくなり、湯も沸かせない。
アウトドア用ガスボンベやカセットコンロを準備。
風呂炊きにガスを使っていても、操作に電気を使っていると
風呂が沸かせない。
Q5 冷蔵庫の電源が切れると…？
A ３〜４時間程度ならドアを閉めた状態ならばダメージは少な
いが、食事の支度と重なる時間帯に停電した時など、頻繁に
開け閉めすると、庫内の温度が上がってしまう。
フリーザー内で冷凍した食品類はなるべく保冷剤を入れた
クーラーボックスに移し替える。
Q6 電話やネットは？
A 固定電話はプッシュ式の大半や親機がコードレスの場合
通話ができなくなる。 インターネットも停電中は使えない。
震災に関する情報は携帯ラジオで…。

『街のたより』第１０７回
多摩ニュータウンの歩みとともに

『東京都民銀行 多摩支店』
多摩市諏訪 ５-５-１
TEL０４２-３７４-１２１
１ ／ 駐車場あり

東京都民銀行多摩支店は多摩ニュータウンとともに歩み、
平成２３年３月２６日で４０周年を迎えることになりました。
記念すべきこの日を迎えられたのも、ひとえにお客様に
よるご支援の賜物と一同御礼申し上げます。
このたび４０年間の感謝の気持ちを込めて
『多摩の歴史
写真展』
を開催中です。 お気軽にご来店下さい。

『多摩の歴史写真展』
開催期間
会
場

〜４月１４日（木）まで
東京都民銀行多摩支店ロビー

同時開催：多摩の歴史をDVDで上映中
（写真、DVD共にパルテノン多摩所蔵）

【節電】
☆人がいない部屋や空間の電灯はこまめに消す。
☆トイレ便座を温める機能は、
コードを抜くなど付けっぱなし
にしない。
ドライヤー・
☆一瞬にして大きな消費電力が必要となる洗濯機、
掃除機は、なるべく短時間の使用で済ませる。
☆電気ポットや炊飯器の保温機能はできるだけ使わない。

ご来店

感 謝デー ３月２５日（ 金 ）

本日ご来店いただいたお客様 先着３００名様に
★お花の鉢植え または ★お菓子の詰め合せ
どちらかをプレゼントいたします。
（お一人様一回限り）
プレゼント品がなくなり次第終了させていただきます。

☆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.「アートフェア東京２０１
１」
東京国際フォーラム
※開催日未定 ………… ５組様
ワタリウム美術館
4/17まで ………… ５組様
★ 2.「ハートビート展 時代にキスして」
★ 3.「江戸の伊勢型紙美術館」
紀尾井アートギャラリー
4/28まで ………… ５組様
ご招待券
4月末日まで ………… ５組様
★ 4.「ニューオータニ美術館」
★ 5.「 特別展 五百羅漢」
江戸東京博物館
5/ 1まで ………… ５組様
２１-２１ DESIGN SIGHT
5/ 8まで ………… ５組様
★ 6.「倉俣史朗とエットレ・ソットサス展」
平日ご招待券
4/11〜5/ 9 ………… ５組様
★ 7.「東洋館」漫才・コント・バラエティ定席
★ 8.「女神たちの楽園」
東京都写真美術館
5/15まで ………… ５組様
東京芸術大学大学美術館
4/ 7〜5/15 ………… ５組様
★ 9.「 かぐわしき名宝 香り展」
★10.「礫川浮世絵美術館」
入館ご招待券
5/25まで ………… ５組様
６店舗共通
平日入館ご招待券
4/ 1〜6/30 …………１０組様
★11.「極楽湯」
平日限定大観覧車ご招待券
4/28まで ………… ５組様
★12.「よこはまコスモワールド」
入場引換券
5/31まで ………… ５組様
★13.「新横浜ラーメン博物館」
★14.「 横浜動物園 ズーラシア」
ペアご招待券
5/31まで ………… ５名様
入館ご招待券
5/31まで ………… ５組様
★15.「科学技術館」
★16.「 東京サマーランド」秋川千本桜観賞入園ご招待券 4/2〜4/10／あじさい観賞特別ご招待券 6/11〜7/10 … ５組様
★17.【横浜Ｆマリノス VS 清水エスパルス】 日産スタジアム
4/29（ 祝）17：00キックオフ ……… ５組様
★18.【ＦＣ町田ゼルビア VS ソニー仙台ＦＣ】 町田市立陸上競技場 4/10（ 日） 14：00キックオフ ……… ５組様
★19.【ＦＣ町田ゼルビア VS 横河武蔵野ＦＣ】 町田市立陸上競技場 4/24（ 日） 14：00キックオフ ……… ５組様
★20.【ＦＣ東京 VS 大分トリニータ】
味の素スタジアム
4/17（ 日）13：00キックオフ ……… ５組様
★21.《ヤクルト VS 中日》 神宮球場 日程 4/19㈫・20㈬・21㈭ 試合開始時間 18：00（ 日程別チケット） … ６組様
★22.《ヤクルト VS 巨人》 神宮球場 日程 4/26㈫・27㈬・28㈭ 試合開始時間 18：00（ 日程別チケット） … ６組様
※№18〜22のチケットにつきましては、日程及び試合開始時間に変更が出る場合がございます。

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
★NO.(

第2希望
) ★NO.(

第3希望
) ★NO.(

)

ご住所

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

多摩市

★「アサウェブタマ」
で検索！★

お名前

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。
新規登録の方は、おトクなクーポン情報満載！
にアクセス！

区

＊応募締切り

ハガキ：３月２８日 ㈪ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話
：３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

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

チャットボード
朝日新聞社と朝日新聞厚生文化事業団は『東日本大震災
救援募金』を受付けています。 物資の受付は行なっていま
せん。当店およびスタッフもこの募金に協力いたします。
詳細については朝日新聞またはHPをご覧下さい。

http://www.asahi.com

お詫びとお知らせ
地震・計画停電などの影響、
またお客様の安全確保及び
作品保全のため、すでにお届けしている下記のご招待券に
つきまして、開催中止、開催期間変更などの連絡がきており
ます。今後も他の招待券について同様の対応が発生する
ことも予想されます。ご了承のほどお願い申し上げます。
所 長

【開催中止】
★目黒雅叙園『寿ぎの春at百段階段』 3/18〜4/10
★東京ビッグサイト『二輪の祭典 東京モーターサイクルショー』 3/25〜3/27
★プロ野球オープン戦
【開催期間変更（日程未定）】
★サントリー美術館『夢に挑む〜 コレクションの軌跡』 3/19〜5/22

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（3/25）、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

