いまどきウォッチャ−
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り
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♪ミニミニクッキング ♪
エコゆで が基本！『ツナ・カレーのポテトサラダ』
◎材料（４人分）
じゃがいも…５個（小ぶりな新じゃがの場合は８〜９個）
リンゴ酢または米酢 大さじ…１〜２／塩・胡椒…少々
マヨネーズ…１２０〜１
５０㎖／カレー粉…小さじ１．
５
ツナ…１缶／レモン汁…少々／玉ねぎ…１／２個

http://www.sawayaka-mail.com
2011年11月25日 (金）vol.266

◎作り方
① じゃがいもは皮をむき、半分に切り水に５分ほどさらす。
② ツナは缶汁をきり、
レモン汁をかけ、玉ねぎは薄くスライス。
③ ひたひたよりも少なめの水を加え軽く塩をふったら、
じゃ
がいもにクッキングシートをかぶせて柔らかくなるまでゆ
でる。
（エコゆで）
④ 途中で一度じゃがいもを返し、串を刺してすっと通ったら
ゆで上がり。
⑤ ゆで汁を捨て、
じゃがいもを鍋に戻し、火にかけて表面の
水分をとばす。
⑥ 熱いうちに潰し、塩・胡椒・リンゴ酢をかけ、バットに広げ
て冷ます。
⑦ マヨネーズ、
ツナ、玉ねぎ、
カレー粉を⑥のじゃがいもに加
えて混ぜてできあがり。

『街のたより』第１１５回
ミ ニ ク ル

セレクトショップ『

多摩市落合１-２０-１０
（旧ＡＳＡ多摩センター）
TEL０４２-３０６-３２９６
営業時間 １１：００〜１９：００
定休日 木曜日 駐車場３台あり

http://www.minicrew.jugem.jp/
永山方面→

乞田川

京王・小田急
多摩センター駅

ミニクル
マグレブ

京王プラザ
ホテル

三越

丘の上
プラザ

マイカル
シネマズ

上之根大通り

多摩モノレール
多摩センター駅

人気もの

マコちゃん
︵ 才右側︶
と
ルミちゃん
︵６才左側︶
です︒
お姉ちゃんの
マコちゃんは
気が強くて︑
おてんばで
お母さんが大好き！ ちょっぴり〝やき
もちやき〟で普段仲良しのルミちゃんに
もやきもちをやいたりします︒妹のルミ
ちゃんはおとなしくてお父さんが大好き！
気が弱いのでマコちゃんにやきもちをやか
れると︑怖がってちょっと可哀そう …
︒
２匹ともお菓子が大好き︑喧嘩しないで
仲良くね！
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多摩ニュータウン通り

←堀之内方面

（料理家 川津幸子先生のレシピより）

わたしたちは

Minicrew 』

サンリオ
ピューロ
ランド

↓遊歩道

階段

多摩美
美術館

ファミリー Ｐ
極楽湯 マート

ベネッセ

Ｐ

パルテノン多摩

り

通

葉

木

青

（土）オープン
ミニクル １１／２６

１１月２６日（土）、階段の上の小さなお店として営業を続けてきた
『Minicrew』
が上之根大通り沿いの路面店としてオープンし
ます。２００５年１１月３０日、
３日間だけの期間限定ショップとして
営業を始めた
『ミニクル』
ですが、雑貨が大好きなお得意様に支
えられて７度目のクリスマスを迎えることができました。
赤いテントが目印、
ガラス張りの明るい店内はLEDライ
トを使用、
間もなくエントランスからのスロープが設置され、
バリアフリー対応の
ショップになります。
取扱いアイテムはボリュームたっぷり
！落着きのある おとなガーリー
が基本、かわいいけど大人っぽい！ 商品をとことんセレクトして、
たくさんの方に愛されるセレクトショップでありたいと思っています。
オープンと同時にX masフェアを開催、
プチプライスのクリスマス
グッズや親しい方へのプレゼント選びなど、
Ｘ ｍａｓモードたっぷり
の店内でゆっく
りとお買い物をお楽しみ下さい。
おすすめアイテムは、LA直輸入の新作Tシャツ、NYのパロディ
バッグ『Mary Ann』、
『レスポートサック』
のハワイ限定品もプラ
イスダウン、
ハロッズベアやオーナメントはロンドンより買付け、
クリスマ
スカードやステーショナリーも季節感たっぷりの絵柄が揃いました。
営業時間は１１：００〜１９：００、定休日は木曜日に変更になりま
した。みなさまのご来店を心よりお待ちしています。
店主
【とっておきのお知らせ】
『ドットコムクーポン』をご持参の方は、
お会計時に総額の１０％OFF致します。〜１２月９日（金）まで

チャットボード

★ 1.「２０１２ サザエさんカレンダー」 ………………… ５０名様
★ 2.「２０１２ 滝平二郎きりえカレンダー」…………… ３０名様
（土 ）に
６
★ 3.「２０１２ スケジュール書込み式カレンダー」 …… ５０名様
店内 詳細については、明日１１/２
下さい。
★ 4.「２０１２ 東山魁夷カレンダー」 ………………… １０名様
チラシが 折込まれますのでご覧
『デリバリーサンタ』受付中！
★ 5.「２０１２ 君はどの大学を選ぶべきか」 ………… １０名様
デリバリーサンタとは？
★ 6.「萩原朔太郎展」
世田谷文学館
12/ 4まで ……………… ５組様
＊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
★ 7.「神戸智行展 ーイノセントワールドー」
佐藤美術館
12/18まで ……………… ５組様
イベントなどにお伺いする企画です。
★ 8.「メタボリズムの未来都市展」
森美術館
2012/1/15まで ……………… ５組様
＊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・
★ 9.「文化学園服飾博物館」
ご招待券
2012/3/14まで ……………… ５組様
お葉書・HPからお知らせ下さい。
★10.「極楽湯」
８店舗共通
平日入館ご招待券
12/30まで ………………１０組様
＊スケジュールを調整させていただきます。
★11.「東洋館」漫才・コント・バラエティ定席
平日ご招待券
12/12〜12/26 ……………… ５組様
＊今年の１２/２４
（土）
・２５
（日）は曜日の関係でたくさんのご予約が
★12.「江の島セット利用券」
平日引換券
12/30まで ……………… ５組様
予想されます。 ご予約の時間が重複してしまった場合は、お伺い
★13.「葛西臨海水族園」
入場券引換券
12/27まで ……………… ５組様
する時間が前後する可能性があります。あらかじめ ご了承下さい。
★14「ナムコ・ナンジャタウン」
特別ご招待券
12/31まで ……………… ５組様
【サンタさんが伺える期間と時間】 ※左記以外の日程については
★15.「サンリオピュ−ロランド」
特別入場券
12/31まで ……………… ５組様
ご相談下さい。
☆期間 １２/１２
（月）〜１２/２５
（日）
★16.「東丹沢グリーンパーク」
ご招待券
2012/4/30まで ……………… ５組様
注意：当店配達エリア内のみ
☆時間
１
２
：
０
０〜２
０
：
０
０
★17.「ジャパンエックスボール２０１
１」 東京ドーム 12/19㈪ 19：00 キックオフ… ５組様（ご希望枚数をお知らせ下さい。）
伺わせていただきます。
★18.「ライスボール」
東京ドーム 2012/1/3㈪ 14:00 キックオフ予定 …………………… １０組様

X mas イベント のお知らせ

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
) ★NO.(
１枚希望

)

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：１１月２９日 ㈫ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：１１月２９日 ㈫ 正午まで

ご住所

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

申込先

〠206-0033
多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター店内
『デリバリーサンタ』係 または
『ゆきえさんの絵本の会』係
■ フリーＦＡＸ ０８００-８００-３１５４
■ http://www.sawayaka-mail.com

＊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。
当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

区
（↑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

☆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。

〠 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

大好評！
バスツアー

第５７回

恒例！『年末築地買い物ツアー』
本日（１１／２５）、チラシが折込まれています。

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）

✂

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

♥

１枚希望

) ★NO.(

限

★NO.(

第3希望

☆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。

期

第1希望

■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！

☆まだお席に余裕があります。 初めての方もぜひご参加ください。

み ２０
に １１
く 年
る １２
ク １０ 月９
ー ％ 日
ポ O ま
ン F で
F

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☆

