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♪知っておきたい
「漢字」
の読み違え♪
Ａ たにんごと

Ｂ あらりえき

Ａ そりえき

Ｂ かどち

⑪ 角地
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（土）
『 フラワーアレンジ講習会

木漏れ日の中に佇む『緑宝園』
さんは、
避暑地で見かけるような素敵なお花やさん。
今回は４月にリニューアルオープンした『緑宝園』
さんを会場として
ご提供いただき、午前/午後、
２回の講習会を実施しました。
採光をふんだんに取り入れた店内は明るくて開放的、静かなＢＧＭで
気持ちもリラックス… 各回１２名のご参加、和やかな雰囲気の中、
約１時間半の作業が進んでいきました。

人気もの

〝ヨークシャーテリア〟の
﹃モモちゃん﹄
です︒
顔はカワイイのですが︑
ちょっぴり興奮
しやすい性格です︒
でも …頭がいいので何度か教えると
色々なことをすぐ覚えます︒
枝豆が大好物でおねだりが上手です︒
いつまでも一緒に遊ぼうね︒

わたしは

』

〜初夏の寄せ植え〜 を終えて

Ａ かくち

Ａ ちちばなれ

Ｂ ちばなれ

⑫ 乳 離れ

Ａ はっそく

⑬ 発足

⑥ 粗利益

Ｂ ひとごと

Ａ だいぶたい

Ｂ おおぶたい

⑦ 大舞台

Ａ しゅっせいりつ

Ａ いめい

Ｂ いみょう

⑭ 異名

Ａ れいさん

Ｂ らいさん

⑮ 礼賛

Ｂ しゅっしょうりつ Ｂ ほっそく

⑧ 出生率

Ａ そうさつ

Ｂ そうさい

⑨ 相殺

Ａ しつびょう

Ｂ しっぺい

① 他人事

Ａ じゅうふく

② 重複

Ｂ ちょうふく

Ａ そうきゅう

Ｂ さっきゅう

③ 早急

Ａ ひとだんらく

Ｂ いちだんらく

④ 一段落

Ａ こぶんしょ

Ｂ こもんじょ

日経おとなのＯＦＦ
﹃美しい日本語と正しい敬語が身に付く本﹄
より

⑤ 古文書 ⑩ 疾病

正しい読み方はＡ・Ｂどっち？

①【植物と鉢の選び方の説明】１０分
鉢を置く場所が屋外または屋内、日当たりまたは半日陰。
環境や日照条件によって、選ぶ花材や鉢の種類が変わってきます。

②【花選び】５０〜６０分
好きな鉢（テラコッタなど）を選ぶ。
ガーデンに出て、たくさんのお花や観葉植物から４〜５種類をチョイス。
種類があまりにも豊富で、選ぶのに悩まれた方も多かったようです。

③ 【植え込み】３０分
スタッフの滝瀬さんに〈肥料のやり方〉
〈土の入れ方〉
〈水やりの方法〉
なども、丁寧に教えていただき、全体のバランスをチェックして完成！
個性が光る素敵な寄せ植えができあがりました。

花と緑の『緑宝園』
多摩市豊ヶ丘 ２-３１-７／TEL０４２-３７５-１
０４８
営業時間 9：00〜18：30／年中無休／Ｐあり

http://www.ryokuhouen.com/

★ 正しい読み方はどっち の答 ☞ すべて「Ｂ」
の読みが正しい

☆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. 多摩市立温水プール『アクアブルー多摩』
入場ご招待券（１枚で２名様有効） 9/30まで …………１０名様
★ 2.「 再興第九十七回 院展」
東京都美術館
9/ 1〜9/16 ………… ５組様
★ 3.「 第９７回 二科展」
国立新美術館
9/ 5〜9/17 ………… ５組様
★ 4.「宮崎駿が選んだ５０冊の直筆推薦文展」
世田谷文学館
9/17まで ………… ５組様
★ 5.「寺尾勝広・新木友行・湯本光男 アトリエ インカーブ３人展 」 東京オペラシティアートギャラリー 9/14〜9/23 ………… ５組様
★ 6.「久米美術館 常設展Ⅰ」
久米美術館
9/23まで ………… ５組様
★ 7.「ベルサイユのバラ展 」
松屋銀座
9/13〜9/24 ………… ５組様
★ 8.「生きるための家」展
東京都美術館
9/30まで ………… ５組様
★ 9.「鋤田正義展」
東京都写真美術館
9/30まで ………… ５組様
★10.「国宝 古今和歌集序と日本の書」
大倉集古館
9/30まで ………… ５組様
★11.「ニューオータニ美術館」
ご招待券
9/30まで ………… ５組様
★12.「日本ファッションの未来性」
東京都近代美術館
10/ 8まで ………… ５組様
★13.「ア！教科書で見たゾ」展
東洋文庫ミュージアム
11/ 4まで ………… ５組様
★14.「極楽湯」
８店舗共通
平日入館ご招待券
9/28まで …………１０組様
★15.「三渓園」
入園ご招待券
9/30まで ………… ５組様
★16.「江ノ島セット利用券」
平日引換券
9/28まで ………… ５組様
★17.「特別展 元素のふしぎ」
国立科学博物館
10/ 8まで ………… ５組様
★18.「古代オリエント博物館」
入場券
11/11まで ………… ５組様
★19.《ヤクルト VS 横浜DeNA》 神宮球場 9/14㈮・15㈯・16㈰ 18：00試合開始（共通チケット）…… ５組様
★20.《ヤクルト VS 阪神》
神宮球場 9/25㈫・26㈬・27㈭ 18：00試合開始（共通チケット）…… ５組様
★21.【ＦＣ東京 VS ジュビロ磐田】
味の素スタジアム
9/29 ㈯ 14：00 キックオフ ……… ５組様
★22.【ＦＣ町田ゼルビア VS カターレ富山】 町田市立陸上競技場 9/23 ㈰ 18：00 キックオフ ……… ５組様

お客さまからのおたより
涼しげなアレンジ
（白/ブルー）
で統一してみました。そよ風が吹き抜ける
ようなイメージのアレンジです。 丁寧でわかりやすいご指導に感謝します。
リニューアルしたCOZYなお店で楽しいひとときでした。 永山 Kさん
今回は２回目の参加でした。 家に葉ものが多いので、
お花や色がきれ
いな葉ものを使い、少し大人っぽい寄せ植えをつくることができました。
落合 Oさん
みんな個性ゆたかでおもしろかった。
諏訪 Yくん
新装開店した緑宝園さんに初めて来ました。おしゃれなお店に改装さ
れて利用しやすくなっていました。お花もお店で販売している中から選べ
たので、各自の個性が発揮できて楽しかったです。 寄せ植えは長持ち
するので、花を眺めながらご指導いただいたスタッフの方々のことを思い
出しています。
永山 Tさん
初めての寄せ植えでした。とても楽しかったです。 先生のアドバイスで
使った
「カレックス」
「フェラゲリフェラ」
が好評で私もうれしかったです。
永山 Uさん
美しい花に囲まれての教室、
とても楽しかったです。フラワーアレンジは
初参加でしたが、面白くて楽しくて難しくて
（やりがいがあり）、
これからの
趣味になりそうです。
鶴牧 Iさん
花を選ぶのが難しかったですが、
どう組み合わせればきれいか、
バランス
がよいか？… など考えながら選ぶのは楽しかったです。寄せ植えは初め
て体験しましたが、今後も花を買うときの参考になりそうです。家に飾るの
も楽しみです。
永山 Nさん

チャットボード
■新橋演舞場 ９月公演 半額ご優待券 のご案内■

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

プレゼント応募用紙
第1希望
★NO.(

第2希望
) ★NO.(

１枚希望

１枚希望

第3希望
) ★NO.(

)

１枚希望

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

お名前

様

TEL

＊応募締切り
ハガキ：８月２８日 ㈫ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：８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。

区
（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

〠 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

夜の部（午後４時開演）
一、時今也桔梗旗揚 出演：吉右衛門ほか
ニ、京鹿子娘道成寺 出演：福助・松緑

ご優待券をご希望の方は お電話またはＦＡＸ
ホームページよりお申し込みください。
大好評！

多摩市

当店へのメッセージ

◉本券で電話予約はできません。
◉本券１枚で２枚様ご利用できます。
◉満席の際にはご容赦くださいませ。

★「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！

９月１５日（土）〜２５日（火） 昼の部／夜の部 左記期間有効 ※９月１８日（火）夜を除く
特別料金（税込）一等A １５０００円 ▶７５００円
昼の部（午前１１時開演）
本券は新橋演舞場前売所（１０：００〜１８：００）にて 一、寺子屋 出演：染五郎・福助ほか
９月１０日（月）
よりお買い求めできます。
ニ、河内山 出演：吉右衛門・魁春ほか

BOOKのご案内
２０１２ロンドンオリンピック総集編 《永久保存版》
週刊朝日増刊 定価 ９８０円（税込）
あの感動の瞬間を収めた決定的写真を網羅した保存版！

ご購入を希望の方は、応募用紙・ＦＡＸ・はがき・ホームページよりお申し込み
ください。 好評のため、売り切れ次第終了となります。ご了承ください。
AERAムック

祭典とエコ、そして人々

８月３０日発売

LONDON ２０１２

定価 ９８０円（税込）

福山雅治×ロンドン五輪

好評予約受付中！
！

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

