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♪ミニミニクッキング ♪
鍋で炊くご飯 『きのこと鶏挽き肉の炊き込みご飯』
◎材料（４人分）
米…３合／きのこ（しめじ・舞茸）
Ａ) 昆布だし…５１
０㎖／淡口醤油…大さじ２／塩…小さじ１
鶏挽き肉…２００g
Ｂ) 濃口醤油…３０㎖／酒…６０㎖
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◎つくり方
① 鍋に洗って水をきった米とＡを入れ、
３０分置く。
② フライパンに薄く油（分量外）
をひいて熱し、鶏挽き肉を
強火で炒める。
③ 火が通ったら、小房に分けたしめじ、舞茸を加えて軽く
炒め、
Ｂを加えて水気がなくなるまで炒め煮にする。
④ ①に③を加え、蓋をして強火にかける。
⑤ 沸騰したら弱火にして１１分炊き、火を止めて８分蒸らし、
蓋を開けたらすぐにほぐす。
※もちろん炊飯器でも応用できます。
（ Dancyu １
１月号より）

が むしゃ

和太鼓衆『 雅武者 』

人気もの

ココちゃん
︵２才︶女の子です︒
ボール遊びが大好きでドリブル
は大得意！〝お手〟
〝伏せ〟
〝ターン〟 なんでも器用にこ
なします︒性格はとってもさみ
しがりや ひ
…とりぽっちになる

いつまでも元気でいてね♡

とすぐ甘い声で泣きます︒
なんとワインが大好物 …

わたしは

『街のたより』第１１４回

１９９４年１月の結成以来、練習！練習！練習！で早８年。 おかげさまで、
いつの間にか地域のお祭り・福祉関係の催し・青少年育成関係の皆様
から、年間４０回ほど演奏依頼のお声をかけていただけるようになり
ました。 多摩市を中心に、町田・八王子近辺で活動しています。
会員数は男女合わせて現在２０名ほど。 練習日は週に２回（火・土の
夜間）、多摩市と町田市の公共施設を利用しています。
ご興味のある方、臨時見学OKです。 お気軽にご参加下さい。
ホームページも開設しています。 http://gamusya.s191.xrea.com

『和太鼓一日無料体験講座』 開催のお知らせ
秋の一日、思いっきり太鼓を叩いて、 いい汗かきましょう！ 初めての方も、奮ってご参加下さい。
■日 時 １０月３０日（日）１０：００〜１
６：００
■会 場 多摩市総合福祉センター （多摩市南野 ３-１
５-１）
■お申込み 多摩市社会福祉協議会ボランティアセンター TEL０４２-３７３-６６１
１

イワオ企画『お客様感謝デー』
毎年恒例「クリスマスマーケット」予告

１
１月１９日（土）
１０：００〜１５：００
会場 イワオ企画前駐車場

『フリーマーケット』 毎回好評の『ほうちょう研ぎ』
＆
『まな板削り』

お車でのご来場はご遠慮下さい。

各１点￥２００ おひとり様 ２点まで

フリーマーケット：

乞田川

家の中で眠っているもの、捨てるにはもったいないもの… などありましたらぜひお譲りください。
（衣類・食品はご遠慮ください。） お手数ですが、
１
１月１２日までにイワオ企画までお持ち下さる
ようお願い致します。ほうちょう研ぎ・まな板削り・フリーマーケットの売上金は日本赤十字社を
通じて、東日本大震災への義援金として寄付させていただきます。

ドイツ直 輸 入のオーナメントも入 荷 予 定
日 曜 日はお休み、
１２月２３日（祝）は営 業します。
クリスマスラッピングも致します♪

永山方面→

多摩センター駅

ASA

上 之 根 大 通り

期間 １２月５日（月）〜２４日（土）１０：００〜１７：００

上之根橋信号
多摩ニュータウン通り

イワオ企画

多摩センター店

【イワオ企画】 多摩市豊ヶ丘 １-５９-１０ フリーダイヤル０１
２０-７２３-８７２ 営業時間 ９：００〜１
７：３０／日曜・祝日定休 http://www.iwaokikaku.com
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☆

チャットボード

★ 1.「横浜骨董ワールド」
★ 2.「ニューオータニ美術館」
★ 3.「日本の和美（わび）
・彩美（さび）」
★ 4.「めぐりあい」同時開催：みつはしちかこ展
★ 5.「数寄者・住友春翠と茶」
★ 6.「 彩り伝わる文様の世界」
★ 7.「ウィーン工房1903〜1932」
★ 8.「極楽湯」
８店舗共通
★ 9.「東洋館」漫才・コント・バラエティ定席
★10.「新横浜スケートセンター」
★11.「新横浜ラーメン博物館」
★12.「京急油壺マリンパーク」
★13.「こどもの国」

無料ご招待券
ご招待券
松岡美術館
相田みつを美術館
泉屋博古館 分館
大倉集古館
汐留ミュージアム
平日入館ご招待券
平日ご招待券
滑走ご招待券
入場引換券
入園ご招待券
入園券 (4枚１組)

11/11・12・13（３日間）………… ５組様
11月末日まで …………… ５組様
12/ 9まで …………… ５組様
12/11まで …………… ５組様
12/11まで …………… ５組様
12/18まで …………… ５組様
12/20まで …………… ５組様
12/30まで ……………１０組様
11/11〜12/9 …………… ５組様
12/31まで …………… ５組様
11/30まで …………… ５組様
12/31まで …………… ５組様
12/30まで ……………１０組様

★14.【ＦＣ東京 VS 水戸ホーリーホック】
★15.【横浜Ｆ・マリノス VS 名古屋グランパス】
★16.【ＦＣ町田ゼルビア VS ジェフリザーブズ】
★17.【ＦＣ町田ゼルビア VS アルテ高崎】

味の素スタジアム
日産スタジアム
町田市陸上競技場
町田市陸上競技場

11/12㈯ 16：00
11/19㈯ 14：00
11/ 3㈷ 14：00
11/2 7㈰ 13：00

キックオフ
キックオフ
キックオフ
キックオフ

…… ５組様
…… ５組様
…… ５組様
…… ５組様

２つのX masイベント
同時募集のお知らせ♪
Ⅰ. 大好評！
『 フラワーアレンジメント講習会』
〜生花でつくるクリスマスリース〜
♪初めての方もぜひご参加ください。
①１２月１６日（金）
１３：３０〜１
５：３０
ＡＳＡニュータウン永山店 ２Ｆフリースペース
②１２月１７日（土）
１３：３０〜１
５：３０
ＡＳＡ多摩センタービル ２Ｆ
（現ミニクル）
※会場が変わっています。ご注意下さい。★日にちによって会場が異なります。
☆材料費 ￥１
５
０
０
（クリスマスが華やぐ素敵なリースができあがります）
☆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。
☆申込締切 定員（①②各１
５名）になり次第締め切らせていただきます。

Ⅱ. クリスマス恒例 『ゆきえさんの絵本の会』
はがきに、点線で切ってお送り下さい。

《応募方法》

✂

プレゼント応募用紙
第2希望

第1希望

) ★NO.(

★NO.(
１枚希望

１枚希望

第3希望
) ★NO.(

)

１枚希望

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

★「アサウェブタマ」
で検索！★
＊応募締切り
ハガキ：
１
０月２８日 ㈮ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：
１
０月２８日 ㈮ 正午まで

ご住所

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

☆日
時 １２月８日（木）
１
９：００〜（朗読時間 約１時間）
☆場
所 ＡＳＡ多摩センタービル２Ｆ
（現ミニクル）
☆申込締切 定員（２５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…。
注）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。

申込先

＊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。１枚のみをご希望の方は１枚
希望チェックボックスに レ をお願いします。

区

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

〠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 または
『ゆきえさんの絵本の会』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

■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！

毎年恒例のクリスマス企画です。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。

大好評！
第５７回 バスツアー

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！

発行所

（読取方法は、各機種により異なります）

発行部数12000部

☆毎年恒例！ 大好評の『年末買い物ツアー』は
さわやかメール11/10号に掲載されます。

◆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

