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♪ ミニミニクッキング ♪
A. フレッシュなおいしさ！『バルサミコ酢のトマトサラダ』
【材料１人前】
玉ねぎ １/８ トマト１個
（A）バルサミコ酢…小１
オリーブオイル…大１
塩…小１
砂糖…小１/４
コショウ…少々

【作り方】
①玉ねぎはみじん切りにし、
（A）の
材料と混ぜ合わせておく。
②トマトは５ミリ厚さの縦の輪切り
にする。
③皿に②のトマトを並べ、①をかけて
できあがり！
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2011年4月24日 (日）vol.252
【お知らせ】４月２５日は選挙翌日のため、発行日が変わりました。

B. ボリュームたっぷり！ ワインにもぴったり！
『じゃがいものオムレツ』
【材料１人前】
じゃがいも １/２個
ベーコン ２０g（ 生ベーコンが美味）
玉ねぎ １/６個
卵 ２個
粉チーズ 適宜
バター １
０g
塩、
コショウ少々

『街のたより』第１０８回
し ょ う ぶ かん

『からきだ菖蒲館』

【作り方】
①じゃがいもはラップに包んで電子レンジで１分加熱、皮をむいて
一口大に切る。 玉ねぎは１㎝角に切る。
②フライパンにバターを入れて中火にかけ、
とけたら玉ねぎ・ベー
コンを加える。 玉ねぎがしんなりしたら、
じゃがいもと塩・コシ
ョウを加えて味が均一になるよう炒める。
③溶いた卵にチーズを加え②のフライパンに流し込み形を整える。
④卵が半熟になったらひっくり返して焼き色がつくように仕上げ
る。
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人気もの

茶目っ気
たっぷりの
﹃タロウちゃ
ん﹄︵４歳︶
です︒
小さい時の
トラウマで

〝犬見知り〟な面も …
︒
でも︑道を
歩けば︑学校帰りの女子小学生に
もてはやされる人気者 ︒
そんな
﹃タロウちゃん﹄
の大好物は
コラーゲンたっぷり！七面鳥のアキ
レス腱 ︑そのおかげか毛並みもツヤ
ツヤです︒

ぼくは

多摩市鶴牧 ６-１４
唐木田コミュニティセンター TEL０４２-３３８-６３３３
唐木田図書館 TEL０４２-３３８-０６６０
唐木田児童館 TEL０４２-３３８-２２７７
多摩市くらしと文化部市民活動支援課 TEL０４２-３３８-６８２８
施設利用の詳細については直接お問い合せ下さい。

唐木田駅前
郵便局

↑
からきだ菖蒲館

多摩尾根幹道路

４月１日 、待望の『からきだ菖蒲館』がオープンしました。
美しいフォルムが印象的な館内にはコミュニティセンターのほか、図書館と
児童館が併設され、地域のみなさんが文化・交流・情報発信・児童育成など
の場として楽しくふれあえるよう、様々な配慮が施されています。
広々としたロビーに隣接した喫茶コーナーとギャラリーは演出性のある開放
的な空間、多摩市で７番目となる図書館にはあらゆる年代の方が利用でき
る図書・雑誌が揃えられ、市内すべての図書館から本の取り寄せができます。
２階には１
００名収容のホールや会議室、茶道・華道・囲碁・将棋などの集まり
に利用できる和室や防音設備のある音楽室、専門の指導員が常駐する児童
館や乳幼児と保護者専用の「子育て広場」があり、子育てに関する相談も行
なっています。 エコロジーにも配慮した屋上緑化は多摩市で初の導入…
美しい館内に一度足をはこんでみてはいかがでしょう。
帰り道、
『 中沢池』まで足をのばし、
そろそろ見頃を迎える菖蒲を楽しむのも
オススメです。

☆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. NEW「 第１３回 国際バラとガーデニングショウ」西武ドーム ご招待券
5/11〜5/16 ………… ５組様
入館ご招待券
5/25まで ………… ５組様
★ 2.「礫川浮世絵美術館」
大倉集古館
5/29まで ………… ５組様
★ 3.「服部早苗 布工芸展」
ご招待券
５月末日まで ………… ５組様
★ 4.「ニューオータニ美術館」
6/26まで ………… ５組様
★ 5.「世界中で愛されるリンドグレーンの絵本」 世田谷文学館
★ 6.「近代洋画と日本画展」
泉屋博古館 分館
6/26まで ………… ５組様
２館共通入館ご招待券
6/26まで ………… ５組様
★ 7.「弥生美術館・竹久夢二美術館」
★ 8.「ホンマタカシ ニュー・ドキュメンタリー」
東京オペラシティ アートギャラリー
6/26まで ………… ５組様
（鎌倉）
入館ご招待券
6/30まで ………… ５組様
★ 9.「葉祥明美術館」
６店舗共通
平日入館ご招待券
6/30まで …………１０組様
★10.「極楽湯」
★11.「箱根 強羅公園」
特別入園ご招待券
6/30まで ………… ５組様
入場引換券
5/31まで ………… ５組様
★12.「新横浜ラーメン博物館」
★13.「 横浜大世界 トリックアートミュージアム」
平日入館ご招待券
6/30まで ………… ５組様
滑走ご招待券
6/30まで ………… ５組様
★14.「新横浜スケートセンター」
ペアご招待券
5/31まで ………… ５組様
★15.「 横浜動物園 ズーラシア」
あじさい観賞特別ご招待券 6/11〜7/10 ………… ５組様
★16.「 東京サマーランド」
★17.「こどもの国」
入園券 (4枚１組)
6/30まで …………１０組様
★18.【ＦＣ町田ゼルビア VS ブラウブリッツ秋田】 町田市立陸上競技場 5/15（ 日） 14：00キックオフ … ５組様
★19.【横浜Ｆマリノス VS ヴァンフォーレ甲府】 日産スタジアム
5/21（ 祝） 15：00キックオフ …… ５組様
味の素スタジアム
5/ 8（ 日） 16：00キックオフ …… ５組様
★20.【ＦＣ東京 VS カターレ富山】
★21.《ヤクルト VS 福岡ソフトバンク》 神宮球場 5/22㈰・23㈪ 試合開始時間 18：00（ 日程別チケット）…… ６組様
★22.《ヤクルト VS オリックス》 神宮球場 5/25㈬・26㈭ 試合開始時間 18：00（ 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。

第2希望
) ★NO.(

★NO.(

第3希望
) ★NO.(

)

ご住所

■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.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

区

＊応募締切り

ハガキ：４月２８日 ㈭ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話
：４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

毎回大好

『フラワーアレンジメント 講 習 会 』
評！

初夏にぴったりの寄せ植えを楽しんでみませんか？
父の日のプレゼントにしてもステキですね♪
①６月３日（金）
１３：３０〜１
５：３０
イワオフリースペース（ＡＳＡ多摩センター店向い）
②６月４日（土）
１３：３０〜１
５：３０
ASAニュータウン永山店 ２Ｆフリースペース
※日にちによって会場が異なります。 ご注意ください。

☆材料費 ￥１
５
０
０（素敵な寄せ植えができあがります。）
☆日頃のご愛顧に感謝して残りの費用は当店が負担いたします。
注）当店読者の方のご参加に限らせていただきます。
☆６/３は若干名様で締切となります。
６/４はまだ余裕がありますが、お早めにお申込み下さい。
☆ ご案内のお葉書は５月２０日頃までにお届けいたします。

申込先

《応募方法》

✂

プレゼント応募用紙
第1希望

チャットボード

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

〠206-0033
多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター店内
『フラワーアレンジメント講習会』係
フリーＦＡＸ ０８００-８００-３１５４

http://www.sawayaka-mail.com

大好評！ 第５５回バスツアー

新緑の上高地散歩
上高地帝国ホテルでランチ
■旅行期日 ６月１５日（水） ■旅行代金 １２０００円
残雪の穂高連峰をのぞむ河童橋からながめ、
上高地帝国ホテルでランチを楽しみます。
【コース】 出発：多摩センター駅 ７：００ 永山駅 ７：２０
中央高速ー松本I.Cー釜トンネルー上高地帝国ホテル（フランス料理
ランチ）…河童橋など周辺散策ー中央高速ー出発地到着（１
９：４０〜
２０：００予定）

◆お申込み・お問い合せは
（株）朝日旅行 TEL03-3248-6464 担当：笹嶋
◆本日（4/24）、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

