いまどきウォッチャ−

ド
ッ
り
ト
べ
コ
ゃ
ム
し
お

♪ 算 数 おもしろプラスワン ♪
☆電卓で遊ぼう！ ◆ザ・マジック「驚きのインスピレーション」
だれかに電卓の数字を押してもらって、即座にその数字を
当てるマジックです♪
① まずは電卓を取り出す。
② 自分に見えないように、相手に１〜９までの中から好きな
数字を一つと、
「×１
５８７３」を押してもらう。
③ 電卓を受け取り、
「×７＝」を相手に見られないように素早く
押す。

http://www.sawayaka-mail.com
2013年2月25日 (月）vol.296

※種明かしをすると、
１〜９のどんな数字を入れても、
その数字
が６けたで出る公式を利用したんだ
（例. １×１
５８７３×７＝１１１１１１、２×１
５８７３×７＝２２２２２２、
３×１
５８７３×７＝３３３３３３ ） ポイントとなる
『×１
５８７３』は
「駆けていこう花見」とおぼえよう。

『街のたより』第１３０回

MAYA CD 発売記念コンサート

SONG OF EARTH

朝日ジュニア学習年鑑 より抜粋

人気もの

ぼくたちは

トイプードルの
﹃マーク﹄
︵オス 歳︶
とイタリアン
グレイハウンドの
﹃セン﹄
︵オス 歳︶
です︒
﹃マーク﹄
はお散歩 ︑
だっこ︑
腕まくらが大好きな甘え
ん坊 お
…散歩をせがむと
きは︑犬小屋の屋根 ︑壁 ︑
柵の上など︑高いところに
登ってアピールしてきます︒
︵アブナ〜イ！︶
﹃セン﹄
ハクールな性格で人の
そばには寄ってきませんが︑
とっ
ても食いしん坊 …
何でもさっさ
とたくさん食べますが︑
ちっとも
太りません︒︵ウラヤマシ〜！︶
夕方になると〝夕焼け小焼け〟
のチャイムにあわせて２匹で唄を
歌います︒
その姿は〝カラオケ〟
そのもの …カワイイ〜！
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２０１３年３月１
０日（日曜日）

梅薫る季節、皆様
にはご健勝のことと
お慶び申し上げます。
私達NPO「MAYA
WORLD PEACE」
も発足して１年以上
がたち、各種老人施
設でのコンサート、音
楽療法などボランティ
ア活動に精力的に取り
組んでおります。
《現在、主に聖の郷（老
健施設/デイケア）、花美
郷（特養/デイケア）、カーロガーデン大塚・カーロガ
ーデン八王子（特養施設）などで活動しています。》
毎月の訪問を喜んでくださり首を長くして待っていて
下さる方々に、私達自身が励まされ、生きる力を頂い
ております。
NPO活動を支えるため１３年間ボランティアで音楽活
動をしてきたMAYA（NPO前身）でCDをリリースい
たしました。この度CDリリースを記念して、
またNPO
活動を支えている会員の芸術家達の日頃の活動を
皆様に知って頂きたく、
コンサートを企画致しました。
是非とも、私たちの活動をご理解頂き、暖かいご支援
を宜しく、お願い申し上げます。

12

（× ×）

（♥ ♥）

開場１２：３０／開演１３：００

京王線・聖蹟桜ヶ丘
OPA/VITA 8F 関戸公民館
プログラム
第一部
演奏 MAYA
MAYAの歌（竹田の子守唄）
ありがとう／Imagine
Song of Earth／赤い夕陽
Ave maria／Prayer Song／Peace of the World

第二部
琵琶「重衡」 菊池 康介
琵琶「耳なし芳一」 高久 穂芳
THE LOOZE 女の一生 等

チケット： 前売券 ￥１０００／当日券 ￥１５００
チケット販売： 多摩市役所 売店／VITA7F 風
主
共

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☆
★ 1.「 追悼生誕１００年 杉岡華邨展」
★ 2.「記憶写真展」
★ 3.「ＶＯＣＡ展２０１３ 新しい平面の作家たち」
★ 4.「ルネサンスから印象派まで」
★ 5.「ニューオータニ美術館」
★ 6.「時代の美」
★ 7.「白日会展」
★ 8.「松岡美術館」
★ 9.「 第６６回 示現会展」
★10.「 第６３回 モダンアート展」
★11.「極楽湯」
８店舗共通
★12.「サンリオピュ−ロランド」
★13.「こどもの国」

松屋銀座

3/11まで ………… ５組様

目黒区美術館

3/24まで ………… ５組様

東京富士美術館

3/31まで ………… ５組様

ご招待券

3/31まで ………… ５組様

五島美術館

3/31まで ………… ５組様
3/20〜4/ 1 ………… ５組様

国立新美術館

4/ 5まで ………… ５組様

ご招待券
国立新美術館

4/ 3〜4/15 ………… ５組様

東京都美術館

4/ 2〜4/16 ………… ５組様

平日入館ご招待券

3/29まで ………… ５組様

特別入場券

3/31まで ………… ５組様

入園券（４枚１組）

6/30まで ………… ５組様

★14.《ヤクルト VS 阪神》 神宮球場 3/29㈮ 18：00・30㈯ 14：00・31㈰ 13：00試合開始（共通チケット）…… ５組様
14：00キックオフ ……………… ５組様
★15.【横浜Ｆ・マリノス VS ジュビロ磐田】日産スタジアム 3/16㈯
★16.【横浜Ｆ・マリノス VS ＦＣ東京】
日産スタジアム 3/30㈯
19：00キックオフ ……………… ５組様
★17.【町田ゼルビア VS 福島ユナイテッドＦＣ】 町田市陸上競技場 3/10㈰ 13：00キックオフ …………… ５組様

《応募方法》

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

学生紙
朝日小学生新聞
朝日中学生ウィークリー
毎日小学生新聞
専門紙
日経ＭＪ
日経産業新聞
日刊工業新聞
フジサンケイビジネスアイ
サンケイエクスプレス

英字新聞
ＴｈｅＪａｐａｎ Ｔ
ｉｍｅｓ
International Herald Tribune
Asahi Weekly
The Japan Times Weekly
New York Times Weekly
週刊ＳＴ
THE NIKKEI WEEKLY
FINANCIAL TIMES
雑誌
週刊朝日
ＡＥＲＡ
サンデー毎日
ジュニアエラ
ＡＥＲＡ with Kids
ニュースがわかる

★「アサウェブタマ」
で検索！★

多摩市

お名前

様

TEL

＊応募締切り
ハガキ：２月２８日 ㈭ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：２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）

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！

スポーツ紙
日刊スポーツ
スポーツニッポン
サンケイスポーツ
東京中日スポーツ
デイリースポーツ

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

ご住所

お客様 照会番号

チャットボード

3/15〜3/30 ………… ５組様

上野の森美術館

点 線 より切 り取 り、ハガ キに 貼 ってく だ さ い 。

催 NPO法人 マーヤワールドピース
http://maya-world-peace.com
催 ㈱ レエナ 多摩市桜ヶ丘２-６-１
TEL０４２-３５６-１２１２／FAX０４２-３５６-１２１３
コンサート担当 しまづ 携帯０７０-６６６０-２２４０

〠 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

第６３回

大好評バスツアーのお知らせ

『秋間梅林と碓氷峠峠アプトの道』
秋間川沿いの丘陵地帯に３５０００本を超す紅白の梅林が見られ、関東一を
誇ります。アプト鉄道時代の廃線を利用して、一部遊歩道になっています。
レンガ造りの４連アーチが美しい「めがね橋」
を訪れます。

■旅行期日：３月２１日（木）／■旅行代金：６９００円（子供同額）
◆本日（２/２５）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。
◆お申込み・お問合せ（株）朝日旅行 TEL０３-６８６０-７７８８ 担当：笹嶋

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！

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

