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♪黒 糖レシピ♪
沖 縄 料 理の定 番「ラフテー」
〜豚肉と黒糖のこっく
りとした味わいをどうぞ〜
材料

豚バラ肉（かたまり）…６００g
豚肉のゆで汁…２カップ
さやえんどう…少々
A：黒糖３０g 泡盛（なければ焼酎）…１／４カップ
しょうゆ…大３
作り方
①豚肉はかたまりのまま、たっぷりの湯で２分ほどゆでてボウル
にとる。
（ゆで汁はとっておく） 流水で肉をもむようにして洗
いながら余分なあくと脂肪をとり、
３〜４㎝角に切っておく。
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『街のたより』第１２１回
５／１５『サントリー武蔵野ビール工場見学バスツアー』
を終えて
ツアー』を終えて

②鍋に肉を入れて１のゆで汁を注ぎ、ひと煮立ちしたらAを入
れる。 再び 煮 立ったら落し蓋をして、火はごく弱火にし、

多摩市の皆様に商品をもっと愛されたい！ と願うサントリーさん と
朝日新聞をもっと愛されたい！ と願う当店との 愛あふれるコラボ企画

煮汁が足りなくなったらゆで汁を適宜加えながら、
４０分〜
１時間煮る。 途中一度、肉を裏返す。

東京で唯一のビール工場でもある
『サントリー武蔵野ビール工場』へ多摩川を
越えて行ってきました。 小雨の降る中、多摩センター駅を出発。 見学の前に
日本料理『木曽路』
でランチタイム。 工場での試飲が控えているので、皆様
には、こちらでのアルコールはガマンしてもらいます。
（ー̲ー;） お食事を終え
工場へ…、府中市の工場までは２０分ほどで到着。 こんなに近いのに、今回
参加された７割の方が初めての訪問とは意外でした。

③２を器に盛り、色よくゆでたさやえんどうを飾る。

人気もの

わたしは

ロングチワワの『華子』
（通称＝はなちゃん）生後９ヶ月です。
Q１ 大好きな場所は？
☞パパのおひざの上です。
Q２ 大好きなことは？
☞パパとの添い寝（毎日）です。
Q３ 大好きな食べ物は？
☞鶏肉です。
Q４ 趣味は☞ティッシュを
食べることです。
（笑）

ママがキッチンに
立っている
スキに︑
部屋
中のティッシュ
を食べちゃいま
す︒︵涙︶
そんな時︑
ママと
目が合うと
〝してやったり！〟
の顔をします︒
♥
インターネットで
ご対面︑
パパ︑
ママ
そろってお迎えに
行き︑
そのまま
ショップから連れ
て帰ってきました︒
いつまでもわが家の
プリンセスでいてね︒

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☆

いよいよ工場見学＆セミナーへ
まず、ビデオで武蔵野工場の歴史と現在製造されている商品、
『ザ・プレミアムモルツ』
（ 略称プレモル）の素材や製造工程
の紹介。 実際に使用されている麦を食べることもできます。 続いて、仕込み☞ダンボールに詰められるまでの行程を案
内してもらいながら場内を周ります。 環境への取組みを聞いた後に、本日のメインイベント３０分３本勝負 プレモル 試飲
タイム！ 工場内をかなり歩いたので出来立ての冷えたビールは うんま〜い！ の一言。
自宅で缶ビールを美味しく飲むコツと注ぎ方をレクチャーしてもらい、実際に注いでみると、意外と難しくて上手にできな
い。
（ 涙）楽しい時間もあっという間に過ぎ…、最後に皆様へのプレゼント
（特製グラス＆ビアスムーザー）
をお渡しして一路
多摩センターへ…。 別れ際の皆様の笑顔（赤ら顔）が満足の証？？？ こんなにステキな企画が再び実現するように、サン
トリーさんとASA、どちらも末永く愛していただけるとうれしいです。
水や素材にこだわり、手間暇かけてできあがるビールに とりあえずビール … なんて言えなくなります。
（ 笑）
PS. 今夜は家で プシュッ！ といきますか？
by 多摩センター店 南條光一

参加された方の感想
１５００件の応募の中から参加できたことをとてもうれしく思い
ました。 お食事も美味しく、工場のセミナーも程よい時間で
した。バスも豪華で工場がもう少し遠いところだったらいいの
に… と思うくらいでした。 短時間でしたがまさにスペシャル
イベントでした。ありがとうございました。
落合Oさん

★ 1.「もうひとつの内藤ルネ展」
パルコミュージアム
6/ 4まで ………… ５組様
日本橋髙島屋
6/ 5まで ………… ５組様
★ 2.「 いけばなの根源 池坊展」いけばなの夜明け
★ 3.「しあわせはいつも」
相田みつを美術館
6/10まで ………… ５組様
6/24まで ………… ５組様
★ 4.「風景画 〜現代日本画家の描く写実と心象〜 」 佐藤美術館
★ 5.「百花繚乱 伊勢型紙展」
紀尾井アートギャラリー
6/30まで ………… ５組様
ご招待券
6/30まで ………… ５組様
★ 6.「ニューオータニ美術館」
山種美術館
7/16まで ………… ５組様
★ 7.「福田平八郎と日本画モダン」
★ 8.「川合玉堂と東京画壇の画家たち」
講談社野間記念館
7/16まで ………… ５組様
入館ご招待券
7/31まで ………… ５組様
★ 9.「東京おもちゃ美術館」
★10.「極楽湯」
８店舗共通
平日入館ご招待券
6/29まで …………１
０組様
共通ご招待券
6/30まで ………… ５組様
★11.「帆船日本丸＆横浜みなと博物館」
入場券引換券
6/30まで ………… ５組様
★12.「葛西臨海水族園」
★13.「サンリオピュ−ロランド」
特別入場券
6/30まで ………… ５組様
入園ご招待券
6/30まで ………… ５組様
★14.「 東京サマーランド」
★15.《北海道日本ハム VS 東北楽天》東京ドーム 6/26㈫・27㈬・28㈭ 18：00試合開始（共通チケット）…… ５組様
★16.《ヤクルト VS 阪神》 神宮球場 6/29㈮18：00 ・30㈯・7/ 1 ㈰ 14：00試合開始（共通チケット）…… ５組様
★17.《ヤクルト VS 中日》 神宮球場 7/ 3㈫・4 ㈬・5 ㈭ 18：00試合開始 （共通チケット）……………… ５組様
★18.【横浜Ｆ・マリノス VS 名古屋グランパス】日産スタジアム
6/30 ㈯ 18：00 キックオフ ………… ５組様
味の素スタジアム 6/23 ㈯ 18：00 キックオフ ………… ５組様
★19.【ＦＣ東京 VS セレッソ大阪】
★20.【ＦＣ東京 VS 柏レイソル】
国立競技場
6/27 ㈬ 19：00 キックオフ ………… ５組様
★21.【ＦＣ町田ゼルビア VS 横浜ＦＣ】
町田市立陸上競技場 7/ 1㈰ 18：00キックオフ ………… ５組様

どうしても行きたかった憧れのツアーに大当たり、ハッピーな気
持ちで参加しました。『木曽路』でのランチも美味しくて豪華
でしたが、なんと言ってもビール党の私には工場で出来たての
ビールを飲むことができて嬉しかったです。セミナーで ヴァイ
タートリンケン、何杯飲んでも飽きない味 という言葉を教わり
ました。まさに至福のひとときを過ごすことができて感謝して
います。ありがとうございました。
落合 Nさん

チャットボード
毎回大好評！
「 フラワーアレンジ講習会」のお知らせ
初夏にぴったり の寄せ植えを楽しんでみませんか？
今回は４／１１リニューアルオープンした『緑宝園』さんのご好意に
より、
『 緑宝園』さんの店内を会場としてご提供いただくスペシャル
（※バスをご利用の方は「貝取北センター」
で下車、すぐ前です）
企画です。
今回は花材選びも自由、室内用、ベランダ用、ガーデン用etc… 用途
にあわせたオリジナルアレンジが楽しめます。 奮ってご参加下さい。

＊日

時

＊会

場

①６月２３日（土） 午前の部 １１：００〜１２：３０ 定員１２名
②６月２３日（土） 午後の部 １４：００〜１５：３０ 定員１２名

花と緑の『緑宝園』 TEL０４２-３７５-１
０４８ Ｐ有り
多摩市豊ヶ丘 ２-３１-７
（貝取大通りスーパー三徳前）
＊ 材料費 ￥１５００
（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。

＊ 参加ご希望のお客様は ＦＡＸ・お葉書・ＨＰからお申し込み下さい。
電話での受付はできません。

「ゆきえさんの絵本の会」のお知らせ
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1希望

第2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/

多摩市

お名前

様

TEL

申込先

区

〠 206-0033 多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター内
『ゆきえさんの絵本の会』係 または

『フラワーアレンジ講習会』係

＊応募締切り
ハガキ：５月２８日 ㈪ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：５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。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。

（↑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

日 時 ７月７日（土） 午後４時開演
場 所 セレクトショップＭiｎ
ｉ
ｃ
ｒ
ｅｗ ２Fフリースペース
定 員 ２０名 定員になり次第、締め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…
小学校低学年のお子様と楽しんでいただける演目を予定して
おります。
☆ ご希望のお客様は ＦＡＸ・お葉書・ＨＰから参加人数
お子様の年齢をご記入の上、お申し込み下さい。

★「アサウェブタマ」
で検索！★

ご住所

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！

☆
☆
☆
☆
☆

〠 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
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）

フリーFAX 0800-800-3154

http://www.sawayaka-mail.com

大好評！ 第６０回 バスツアーのお知らせ

「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１４日
（木） ■旅行代金 １２０００円
◆本日（5/25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

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

