いまどきウォッチャ−

ド
ッ
り
ト
べ
コ
ゃ
ム
し
お

♪一部分だけ間違えやすい四字熟語
正
誤
意味
①言語道断⇨ ごんごどうだん げんごどうだん … もってのほか
②一期一会⇨ いちごいちえ
いっきいちえ
… 一生に一度
③文人墨客⇨ ぶんじんぼっかく ぶんじんぼっきゃく
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…芸術関係に秀でている風流な趣味人
④傍目八目⇨ おかめはちもく
わきめはちもく ※岡目八目とも書く。
…当事者よりも傍らで見ている第三者の方が物事の本質がわかる

⑤一朝一夕⇨ いっちょういっせき いっちょういちゆう
⑥盛者必衰⇨ じょう
しゃひっすい せいじゃひっすい

…短い時間

『街のたより』第１２２回

…栄えた者は必ず衰える

⑦悪口雑言⇨ あっこうぞうごん

わるぐちぞうごん

祝！

…思いつく限りの悪口のこと

⑧喧々囂々⇨ けんけんごうごう けんけんがくがく
…多くの人が騒ぎ立てる様子

⑨順風満帆⇨ じゅんぷうまんぱん じゅんぷうまんぽ
⑩画竜点睛⇨ がり
ょうてんせい

…追い風を受けて物事がうまく進む
…最後の仕上げ

がりゅうてんせい

☆プレゼントコーナー☆

人気もの

わが家の
﹃チャッピー﹄︵チワワ／６歳︶
です︒普通のチワワよりも体が大きく︑
何でもよく食べます︒特に
﹁りんご﹂
が
大好物︑
性格は〝犬見知り〟で︑
知らないワンちゃんはちょっと苦手〜
？？？
反面︑
人のことが大好き
で︑
誰とでもすぐ仲良くなる元気で
やんちゃな男の子です︒
いつまでもわが家のアイドルでいてね︒
♥

ぼくは

〜ＦＣ町田ゼルビアを応援しよう！〜
ツアー』を終えて
毎月第２日曜日発行！『ゼルビアプレス』

日本代表チーム ２０１４ＦＩＦＡワールドカップブラジル大会出場決定！

アジア予選を世界最速で突破、来年の
ワールドカップに向け、新たなスタートを
切った『ザックジャパン』ですが、今シー
ズン直前、改装を終えて生まれ変わった
『町田市立陸上競技場』をホームグラウ
ンドとし、秋田豊新監督のもとＪ２復活に
向けて躍進する
『ＦＣ町田ゼルビア』の活
躍からも目が離せません。
『さわやかメ
ール』と
『おしゃべりドットコム』のプレゼ
ントに登場する観戦チケットは毎回大人
気！ 週末の昼下がり、臨場感たっぷりの
試合を屋根付きのスタンドからゆったり
観戦できる魅力もあり ゼルビアファン
が急増 中！全 日 程のほぼ 半 分を終え、
１８チーム中３位の好 成 績（６/１６現 在 ）、
ＪＦＬ優勝、
Ｊ２復帰に向けての期待が膨
らみます。
毎月第２日曜日、朝日新聞に折込まれる
『ゼルビアプレス』
をご存知でしょうか？
試合スケジュールや結果をチェック、注
目選手へのインタビューなどを通じて、
様々なチーム情報を知ることができます。
Ａnimo ! ＭＡＣＨＩＤＡ!ＴＡＭＡ! のコー
ナーでは町田市と多摩市のサッカークラ
ブを毎回紹介しています。６/９号では南
鶴牧小学校で活動する
『鶴牧サッカーチ
ーム』が大きく紹介されました。不定期
に発 行される『ゼルビアプレスプラス』
（６/２３ 発行）にも見どころがいっぱい、
『ＦＣ町 田ゼルビア』の応 援にみんなで
出かけましょう！

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.『 第２１回 日本テディベアwith Friends コンベンション』
東京国際フォーラム ７/１３
（土）
・１４日（日） … ５組様
国立新美術館
7/ 8まで …… ５組様
★ 2.「 第４０回 ２０１３ 日象展」
国立新美術館
7/ 8まで …… ５組様
★ 3.「 第５３回 ２０１３ 蒼騎展」
講談社野間記念館
7/15まで …… ５組様
★ 4.「村上豊展 ー夢幻を学ぶ。詩情に浸る。」
7/28まで …… ５組様
★ 5.「 第４回 新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」 大倉集古館
ご招待券
7/31まで …… ５組様
★ 6.「ニューオータニ美術館」
千秋文庫
8/10まで …… ５組様
★ 7.「中国と日本のまなざし」
日本民藝館
8/11まで …… ５組様
★ 8.「つきしま かるかや 」
泉屋博古館 分館
8/18まで …… ５組様
★ 9.「テーマにみる近代日本画 」
松岡美術館
8/23まで …… ５組様
★10.「 松岡コレクション 印象派とその時代」
入館ご招待券
8/25まで …… ５組様
★11.「礫川浮世絵美術館」
入館ご招待券
8/31まで …… ５組様
★12.「玉堂美術館」
８店舗共通
平日入館ご招待券
7/1〜9/30 ……１
０組様
★13.「極楽湯」
入場引換券
8/31まで …… ５組様
★14.「新横浜ラーメン博物館」
一本杉球場ほか
………… ５組様
★15.《２０１３全国高等学校野球大会》
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 7/24㈬・25 ㈭
18：00試合開始（共通チケット） ………… ５組様
★17.《ヤクルト VS 広島》 神宮球場 8/ 2㈮・3 ㈯・4 ㈰
★18.《ヤクルト VS 中日》 神宮球場 8/13㈫・14 ㈬・15 ㈭ 18：00試合開始（共通チケット） ………… ５組様
日産スタジアム
7/31㈬ 19：30キックオフ ……… ５組様
★19.【横浜Ｆ・マリノス VS 柏レイソル】
味の素スタジアム
8/ 3㈯ 19：00キックオフ ……… ５組様
★20.【ＦＣ東京 VS 大分トリニータ】
★21.【ＦＣ町田ゼルビア VS ＭＩＯびわこ滋賀】 町田市立陸上競技場 7/28㈰ 15：00キックオフ ……… ５組様
町田市立陸上競技場 8/11㈰ 15：00キックオフ ……… ５組様
★22.【ＦＣ町田ゼルビア VS Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ】

プレゼント応募用紙
★NO.(

第2希望
) ★NO.(

１枚希望

１枚希望

第3希望
) ★NO.(

)

１枚希望

☆定員まであと少し、
お申し込みはお早めに。
＊日
時 ７月１３日（土）１
７：００〜（朗読時間約１時間）
＊場
所
セレクトショップＭiｎ
ｉ
ｃ
ｒ
ｅｗ ２Fフリースペース
＊ 申込締切・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…
（当店読者以外の方は１０００円となります。ご了承下さい。）

＊ ご希望のお客様は ＦＡＸ・お葉書・ＨＰからお申し込み下さい。

申込先

〠 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
フリーFAX 0800-800-3154

http://www.sawayaka-mail.com

■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！

よりお 知らせ♥
♥ミニクル
ハッピーなシャワータイムをお約束♪ スタイリッシュなハンディファン
香り付きバスジェル ￥５２５〜 （携帯用扇風機） 各色 ￥４９８

★「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：６月２９日 ㈯ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：６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。
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

おはなしの出前を届けてくれる
『おつきゆきえさん』
による
大人のための朗読会 です。１２月に開催した 大人のための
絵本の会 も大好評でした。 初めての方もぜひご参加下さい。

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

ご住所

お客様 照会番号

おつきゆきえさんによる『宮沢賢治朗読の会』

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

第1希望

チャットボード

はちみつみたいな
テディベアの
ボトル入りジェル

￥６０９

〠 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

セレクトショップ ミニクル
多摩市落合１-２０-１０／営業時間１
１：００〜１９：００／定休日 木曜日

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

◆ＡＳＡニュータウン永山

多摩市落合1-20-10
フリーダイヤル 0120-165-211
フリーFAX0800-800-3154

多摩市永山2-19-1
フリーダイヤル 0120-163-411
フリーFAX0800-800-1531

