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♪ミニミニX mas レシピ
カンタン！おいしい！ 平野レミさん流

『マリービスケットのケーキ』
《材料》
森永マリービスケット…１箱／ハーシーチョコレートシロップ…大４
甘くない製菓用板チョコ…３０ｇ／生クリーム…２００cc／牛乳…１カップ
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《作り方》
① 板チョコを大さじ４の牛乳にひたして弱火で溶かし、チョコ
レートシロップを混ぜ、ホイップした生クリームに加えて
クリームチョコを作る。
② お皿にラップを敷き、ビスケットの直径の幅にクリームチョ
コをぬり、ビスケットを牛乳で軽くしめらせて、片面にクリ
ームチョコ
（大さじ１杯強）
をつけてはサンドイッチ状に並べ
ていく。
③ 全部並べたら、残りのクリームチョコを全体にぬって、お皿
に敷いたラップでくるみ冷蔵庫へ…。
④ クリームチョコが固まったらできあがり。 ラップからはずし
て斜めに包丁を入れて切り分けると断層が鮮やかに出る。
クリームチョコと牛乳がビスケットにしみて、ケーキに変身
しています。
☆ チョコを削って表面に飾ったり。カラフルなスプレーチョコを
のせたり、
クリスマスのアレンジも楽しめます。 冷凍も可。

必見！ 地元女性クリエイターによるステキすぎる作品展
期間 １１月３０日（金）〜１２月９日（日） ※１２/６（木）はお休み
時間 １１：００〜１６：００
場所 セレクトショップ『 Minicrew 』２F フリースペース

乞田川
京王・小田急
多摩センター駅

上之根大通り

多摩モノレール
多摩センター駅

１３年間お付合いしているお茶飲みグループ『遊々』。 月に１〜２回集まっ
てお菓子を食べたりおしゃべりをしたり…、 その合間にちょこっと…
それぞれが勝手気ままな作品づくりをしています。
そんな『遊々』が『Minicrew』
２Fのフリースペースで作品展を開催します。
今回は、童話作家
『岩佐めぐみ』
さん、キルトサークル
「いとまき」
主宰『菅野
禮子』
さんにも加わっていただき、総勢９名の女性クリエーターが表現す
る「ハンドメイドの魅力」〜繊細＆エレガントな作品の数々〜 に触れて
いただければうれしく存じます。 何かとあわただしい年の瀬ですが、
美しく煌めくパルテノン大通りのイルミネーションに誘われて、ほんの
少し足をのばしていただければ幸いです。
【出展作品紹介】

永山方面→

多摩ニュータウン通り

←堀之内方面

マグレブ

京王プラザ
ホテル

丘の上
プラザ

サンリオ
ピューロ
ランド

↓遊歩道
多摩美
美術館

三越
マイカル
シネマズ

セレクトショップ

ミニクル

階段

P

ベネッセ

２F

ファミリー
マート

極楽湯

パルテノン多摩

コインパーキング（有料）

15

☆プレゼントコーナー☆

《グラスリッツェン》
ダイヤモンドの粒子が
ついた針を使ってガラ
スの表面に線や点で
絵を彫ります。
何も無いガラスの器が
繊細で美しい作品に
生まれ変わります。

《ペーパークイリング》 《クロスワーク》
《ビーズ織り・編み》 《本・カード＆原画》 《パッチワークキルト》
細いリボン状の紙を
家で眠っている様々
織り機を使ってネック 童 話 、ネコの絵 本 、 思い出の洋服や捨てて
クルクル巻いてパーツ
な生地を使った作者
レスや指輪などのアク 手 作りのクリスマス しまいそうな端切れも
レターセットの 工夫次第で、世界でひと
を作り、
そのパーツを
ならではの布遊び。
セサリーを織ります。 カード、
販 売と原 画 数 点を つの宝物に生まれ変わり
組み合わせて創作す
タグ で作ったバッグ その風合いは独特の
ます。今回はクリスマス
展示します。
るちょっと不思議な
などぜひご覧下さい。 もので格調高い魅力
らしいキルトを集めてみ
ペーパーアートです。
があります。
ました。

《ミニ講習会のお知らせ》

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 ペーパークイリングでクリスマスカードを作ろう！
日時 １２/３
（月）１３：００〜（１時間程度）
② グラスリッツェンで小皿にイニシャルを彫ってみよう！ 日時 １２/４
（火）１３：００〜（１時間程度）
①②各定員５名／費用 ￥２００ 申込締切 １
１/２９まで ※道具・材料はこちらで用意します。
参加ご希望の方は 住所・氏名・電話番号を記入の上 FAXでお申し込みください。
FAX ０４２-３７５-４４６５ 太田 ※参加者多数の場合は抽選とさせていただきます。

★ 1.「サザエさんカレンダー」 ………………………… ３０名様
★ 2.「2013スケジュール書込式カレンダー」 ………… ３０名様
★ 3.「2013滝平二郎きりえカレンダー」……………… ２０名様
★ 4.「2013朝日かんたん家計簿」 …………………… ２０名様
講談社野間記念館
12/16まで …………… ５組様
★ 5.「横山大観と再興院展の仲間たち展」
永青文庫
12/24まで …………… ５組様
★ 6.「細川家に残る江戸の天文学」
国立新美術館
12/12〜12/24 …………… ５組様
★ 7.「シェル美術賞展２０１２」
パルコミュージアム
12/7〜12/25 …………… ５組様
★ 8.「アンリアレイジ展覧会」
ご招待券
12/26まで …………… ５組様
★ 9.「ニューオータニ美術館」
東京・松坂屋上野店
2013/1/2〜1/8 ……………１０組様
★10.「第５７回 現代書道二十人展」
印刷博物館
2013/1/14まで …………… ５組様
★11.「印刷都市東京と近代日本」
21-21DESIGN SIGHT
2013/1/20まで …………… ５組様
★12.「田中一光とデザインの前後左右」
東京都写真美術館
2013/1/27まで …………… ５組様
★13.「いつか見た風景 北井一夫」
入館ご招待券
2013/3/10まで …………… ５組様
★14.「東洋文庫ミュージアム」
８店舗共通
平日入館ご招待券
12/28まで ……………１０組様
★15.「極楽湯」
特別入園ご招待券
12/31まで …………… ５組様
★16.「 箱根 強羅公園」
ご招待券
2013/4/29まで …………… ５組様
★17.「東丹沢グリーンパーク」
東京ドーム 2013/1/3㈭ 14：00 キックオフ …………… ５組様
★18.【 第６６回 ライスボール】
■新橋演舞場１
２月公演 半額ご優待券【特別料金 一等A１
５０００円⇒７
５
０
０円】のご案内■
◉本券で電話予約はできません。
★19. １
２/ １
（土）〜１４
（金）昼の部／夜の部 ※１２/１１
（火）昼・
１
２１
/３
（木）昼を除く … ２０名様
◉本券１枚で２枚様ご利用できます。
★20. １
２１
/５
（土）〜２５
（火）昼の部／夜の部 ※１２１
/７
（月）昼・
１
２/２１
（金）夜を除く … ２０名様
◉満席の際にはご容赦ください。

《応募方法》

点 線 より切 り取 り、ハガ キに 貼 ってく だ さ い 。

プレゼント応募用紙
第1希望
★NO.(

案内図

☆駐車場はありません。お車でご来場の方は近隣の駐車場をご利用ください。

人気もの

飲み口はグチャグチャになります︒︵笑︶

ぼくはボストンテリアの
﹃ルナ﹄︵４才︶
です︒
得意技は
﹁ペットボトルのフタ開け﹂
です︒約 秒くらいでフタを開け︑

兄ちゃんの休日には︑
トタトタ付い
て行き︑
ドライブやドッグランへ行き
ます︒

ぼくは

『街のたより』第１２７回

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/
★「アサウェブタマ」
で検索！★

ご住所

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

＊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
＊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。

おつきゆきえさんによる『おとなのための絵本の会』
おはなしの出前 を届けてくれる おつきゆきえさん とは１０年
以上のお付き合いになりますが、今回は大人の方に楽しんでいた
だける
「絵本の会」
を企画しました。
☆日
時 １２月１５日（土）
１７：００〜（朗読時間 約１時間）
☆場
所 セレクトショップMinicrew ２Ｆフリースペース
☆申込締切 あと数名様で締切らせていただきます。
☆参 加 費 おひとりさま ￥１
０
０
０のところ ￥５００で…。
（当店読者以外の方のご参加は￥１
０００となります。）
☆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。
※参加人数と参加される方のお名前をご記入ください。

『デリバリーサンタ』予約受付中！
デリバリーサンタとは？
＊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
のイベントなどにお伺いする企画です。
＊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・
お葉書・ＨＰからお知らせ下さい。
＊スケジュールを調整させていただきます。
＊今年は１２/２２
（土）
・２３
（日）に予約が集中すると予想されます。
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。

【サンタさんが伺える期間と時間】
☆期間 １２/１
５
（土）〜１２/２５
（火）
☆時間 １２：００〜２０：００
※ 上記以外の日程についてはご相談下さい。
注意）当店配達エリア内のみ伺わせていただ
きます。

申込先

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

■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！

X mas イベント のお知らせ♪

〠 206-0033
お問合せ
お申込み先

フリーＦＡＸ ０８００-８００-３１５４

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
『ゆきえさんの絵本の会』係 または
『デリバリーサンタ』係

http://www.sawayaka-mail.com

第6２回 バスツアー 老舗
『つきぢ田村』昼食と年末買い物ツアー
◆本日（１１/２５）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

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

◆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

