いまどきウォッチャ−
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♪ それぞれの 読み方 は？
花の名前です。

① 車前草
④ 巻 丹
⑦ 鬱金香

② 風信子
⑤ 蒲公英
⑧ 牽牛花

③ 石 蒜
⑥ 万年青
⑨ 木 槿

http://www.sawayaka-mail.com
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【解答＆解説】
① おおばこ…「大葉子」
とも書く。 種子は「車前子（しゃぜんし）」
という漢方薬
② ヒヤ（ア）シンス…ギリシャ神話の美少年ヒュアキントスの名に由来する
③ ひがんばな…漢名表記。別名「曼珠沙華（まんじゅしゃげ）」。 墓地などによく
咲くために、
「 死人花」
「 仏花」
という別名も。一般的には「彼岸花」
と表記

『街のたより』特別編

④ おにゆり…漢名表記。 花はだいだい色に黒い斑点がある。「鬼百合」
と書く
のが一般的。

《創刊〜３００号までのあゆみ》

⑤ たんぽぽ…現在ではセイヨウタンポポが主流
⑥ おもと…小花は淡い黄色で円柱状。 名称は冬でも枯れずに青々しているから
⑦ チューリップ…音読みにして
「うっこんこう」
ともいう
⑧ あさがお…「朝顔」
と書くのが一般的。 奈良時代に唐から輸入。 種子を薬用
（下剤）にした。 観賞用になったのは江戸時代から。「けんぎゅうか」
とも
⑨ むくげ…芭蕉の「道のべの木槿は馬に喰われけり」の句は有名。朝咲いて夕方
しぼむことから、栄華のはなやかさのたとえとして用いられる
間違えると、
「 知性」
を疑われる！
？【「教養」基本漢字】より抜粋

人気もの

美容室﹃マーベル﹄︵諏訪４丁目︶
の
看板犬 ︑﹃マイちゃん﹄︵ミックス犬
３歳︶
です︒
ワン友より人間が好き！
特におじいちゃん︑
おばあちゃんのこ
とが大好きです︒なぜかとっても
怖がりやさん︑脱走癖もあるので
時々ヤキモキさせられます︒
キャベツと納豆が大好き！
階段上りが得意 ︑毎日元気に駆け
上がってきてくれる家族の一員です︒

わたしは

☆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. ３００回記念特別プレゼント
『チャットくんトートバッグ』… １００名様
★ 2.「 第５８回 新世紀展」 東京都美術館
5/ 2〜5/10 … ５組様
5/13まで … ５組様
★ 3.「８７th 国展」国立新美術館
そごう美術館（横浜）
5/19まで … ５組様
★ 4.「山口昇展」
★ 5.「百歳記念 篠田桃紅の墨象展」菊池寛実記念 智美術館 5/26まで … ５組様
★ 6.「JR展 世界はアートで変わっていく」ワタリウム美術館 5/26まで … ５組様
5/26まで … ５組様
★ 7.「大倉コレクションの精華Ⅰ」大倉集古館
5/26まで … ５組様
★ 8.「ニューオータニ美術館」ご招待券
5/15〜5/27 … ５組様
★ 9.「６５回記念 三軌展」国立新美術館
★10.「牧野邦夫 ー写実の精髄ー 展 」練馬区立美術館 6/ 2まで … ５組様
6/ 9まで … ５組様
★11.「 春季特別展 花を謳う」日本書道美術館
★12.「レオナール・フジタの挿絵本」東京富士美術館 6/30まで …１０組様
８店舗共通 平日入館ご招待券
6/28まで …１０組様
★13.「極楽湯」
★14.「 横浜大世界 トリックアートミュージアム」平日入館ご招待券 6/28まで … ５組様
入館ご招待券
★15.「東京みなと館」
★16.「さがみ湖リゾート プレジャー フォレスト」 入園ご招待券 (4枚１組)
神宮球場 5/17㈮ ・18㈯
★17.《ヤクルト VS 千葉ロッテ》
★18.《ヤクルト VS 福岡ソフトバンク》 神宮球場 5/25㈯ ・26㈰
神宮球場 5/28㈫ ・29㈬
★19.《ヤクルト VS オリックス》
★20.【横浜Ｆ・マリノス VS ベガルタ仙台】日産スタジアム
味の素スタジアム
★21.【ＦＣ東京 VS 清水エスパルス】
町田市陸上競技場
★22.【町田ゼルビア VS 藤枝MYFC】
町田市陸上競技場
★23.【町田ゼルビア VS ＦＣ琉球】

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

ご希望の方は、
プレゼント応募用紙より
お申込み下さい。応募者多数の場合は
抽選となります。

プレゼント 応募 ★NO.１

チャットボード

6/30まで …………… ５組様
9/30まで …………… ５組様

18：00試合開始（共通チケット）………
18：00試合開始（共通チケット）………
18：00試合開始（共通チケット）………
5/18㈯
16：00キックオフ …………
5/18㈯
19：00キックオフ …………
5/ 1㈬
19：00キックオフ …………
5/12㈰
14：00キックオフ …………

５組様
５組様
５組様
５組様
５組様
５組様
５組様

■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！

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！ 寄せ植えを楽しんでみませんか？
昨年に続き、
『 緑宝園』さんの店内を会場としてご提供いただきます。
花材選びも自由、室内用、ベランダ用、ガーデン用etc…オリジナルの
アレンジをお楽しみください。初めての方もお気軽にご参加ください。

＊日

時

＊会

場

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

花と緑の『緑宝園』 TEL０４２-３７５-１
０４８ Pあり
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。

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

申込先

〠 206-0033 多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター内

『フラワーアレンジ講習会』係
フリーFAX 0800-800-3154

http://www.sawayaka-mail.com

★「アサウェブタマ」
で検索！★
＊応募締切り
ハガキ：４月３０日 ㈫ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：４月３０日 ㈫ 正午まで

多摩市

お名前

様

TEL

＊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

「チャットくんトートバッグ」をプレゼント！

足かけ13年、
ミニコミ紙を通じて行ってきたイベントの数々…
懐かしく思い出されます。今後も時代の流れにフィットした いまどきの
しんぶんやさん として 参加してみたいと思うイベント や 応募した
くなるプレゼント など、新聞を読んでいるとついてくる 小さなおまけ
を月2回のミニコミ紙を通じてお届けできるよう努力してまいります。
日頃のご購読に心より御礼申し上げます。
所 長

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

ご住所

お客様 照会番号

〜創刊３００号記念スペシャル〜

２０００年 ９/５号
『さわやかメール』VOL.１ 誕生
２００１年 １/２５号より『おしゃべりドットコム』を定期発行
６/１０号
所長の愛犬（スコッチテリア/現在１４歳）
をイメージしたキャラクターの名前大募集！
『チャットくん』
と命名。
１２/１０号
クリスマス恒例『チャットくんクイズ』スタート／デリバリーサンタ始動！
チャットくん
２００２年 １/２５号
『わたしは人気者』
（ペット情報）
スタート♪
は
ゼント
レ
プ
５/３１
おつきゆきえさんによる『読み聞かせの会』スタート
ズ
』
のグッ ろフック
初回
７/１０号より 永山地区のみなさまにも
『さわやかメール』をお届け
おもし ♡
物
『動 類のみ
１２月
『フラワーアレンジメント講習会』スタート。
１種
☆永山店のガーデンイルミネーションを点灯
☜
当時の所長デス
２００３年 １/１０号
スタッフ紹介に所長登場！ へぇ〜 所長ってこんな人？
４月
イラストが可愛い４台の チャットくん号がデビュー！ 配達エリアをグルグルと駆け巡っています。
９/２５号
第１回バスツアー『富士の眺めとぶどう狩り』
３３名がご参加
１０/２５号
待望のホームページ開設 インターネットからのプレゼント応募が急増！
！
（現在 ２０万件 突破！
！）
２００４年 ２/２５号より 携帯電話からの応募も可能に。
『さわやかメール』の
２００５年 １０/１０号よりＡ３版の紙面に拡大。
雑貨プレゼントは
１２/１
セレクトショップ Minicrew オープン（現店舗の２F）
ミニクルから提供されます。
２００６年
３つの
『レストランイベント』
を開催。
３月 ワインの会（乞田 リバ・ゴーシュ）
４月 春だ！ ナポリだ！ マルゲリータとマリナーラを食らう会（山王下 ピッツェリア ラ・パーラ）
７月 多摩ユースオーケストラによる真夏の夜のアンサンブル（落合 ピッツァ＆スパゲティ ハウスリーク）
７/１２
新聞配達ってどんな仕事？ 多摩大聖ヶ丘中学の生徒さんによる
「職場体験」
の受入を開始。
１
１月
クリスマスコットンでつくるミニリース講習会（橋本敦子先生）
２００７年 ５/１６
南イタリアマンマの味フルコースと南イタリアのワインを合わせチャオ！ を実施。
（ピッツェリア ラ・パーラ）
６/２４
髙田道場『ダイヤモンドキッズカレッジ』
を初開催（国士舘大レスリング場） 髙田延彦代表・向井亜紀さんも参加。
８/２７
フラワーアレンジ夏休み企画『親子で楽しむ寄せ植えの会』
を実施。
２００８年 １/１５
豊ヶ丘新聞センター発行の
『ぷちたま』が姉妹紙として創刊。
（ ０７/６月より同店の経営を所長が兼務）
２００９年 １月
朝日新聞東京本社管轄のＡＳＡ
（２３２０店）
の中でわずか２店のみに与えられる『ＣＳ優秀賞』
を受賞。
月２回発行のミニコミ紙を通じて企画・開催した各イベントがお客様との絆を深め、地域における販売店への信頼を
高めたものとして評価されました。
７/２５
Ｗｅｂ会員サービススタート！ プレゼント応募や各種お手続きがＭｙページ画面を通して行えるようになり、簡単・
便利になりました。
（会員募集中です！）
２０１０年 ７/２５
多摩ニュータウンのことならなんでもわかる地域情報サイト『
』
をスタート
当初は４つの特集記事と７０件のshop情報でスタート！ 現在は１２７の特集記事と３５０件を超えるshop情報に拡大。
見たい＆魅せたい 情報を無料で掲載できる便利なサイト、
クーポンもたくさんGetできます。
９/１
１
手作りビーズ講習会（平岡弘子先生）〜幸せを呼ぶパワーストーンブレスレット〜
２０１１年 ９月
多摩センター店はおとなりの新しいビルに移転。
１
１/２６
セレクトショップ
が旧センター店のあとにリニューアルオープン。
チャットくん
２０１２年 ５/１５
『サントリービール武蔵野工場見学ツアー』
創刊３００号発行を記念 して、
５/１７
『新倉農園ナイターイチゴ狩り』開催。
１００名様に

《応募方法》

点 線 より切 り取 り、ハガ キに 貼 ってく だ さ い 。

『さわやかメール』と『おしゃべりドットコム』

〠 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６４回

大好評バスツアーのお知らせ

江戸時代の香り豊かな館
かやぶきの郷薬師温泉「旅籠」
へ
■旅行期日：５月２２日（木）／■旅行代金：９８００円
（昼食・入浴付）
◆本日（４/２５）、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

