いまどきウォッチャ−

ド
ッ
り
ト
べ
コ
ゃ
ム
し
お

♪知性がキラリとひかる！できる大人の慣用句
どんなふうに話している？
かた

お

①語るに落ちる・・・問われると用心して話さないが、自由に話させると、
うっかり
本当のことを言ってしまうこと。
「問うには落ちず、語るに落ちる」
の略。
つる

ひとこえ
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②鶴の一声・・・一言で議論に終止符を打つような権威者や有力者の発言のたとえ。
こうふん

も

③口吻を漏らす・・・はっきりと言わなくても、言葉の端々に内心が現れること。
「口吻」
は口先、話ぶりという意。
ぜったん

ひ

は

④舌端火を吐く
・・・激しく論じたてること。
「舌端」
は舌の先であり、弁舌を意味
する。
うが

い

『街のたより』第１２３回

⑤穿ったことを言う・・・人に気づかない点を指摘したり、詮索すること。
「穴を
掘る」
（穿つ）
ように、細かい点を突くことから。
はんじょう

地域の絆で、
子ども達に
ふるさとの思い出を！

い

⑥半畳を入れる・・・人の言動に茶々を入れること。役者がしくじったりすると、
観客が半畳大のゴザを舞台に投げたことから。
けんが

べん

⑦懸河の弁・・・非常に雄弁であること。
「懸河」
は傾斜が急で、流れの速い川。
急流が流れるように淀みなく話す様子。
みみ

た こ

⑧耳に胼胝ができる・・・同じ話を何度も聞かされることのたとえ。
「胼胝」
は
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

﹁ネザーランド・ドワーフ﹂
の男の子 ︑
﹃チャロくん﹄︵３歳︶
です︒元気いっぱい
の腕 白 盛り！ 柱の角 ︑
クッションの
隅っこ
ｅｔｃ …
︑人目を忍んでは？家中の
あちらこちらをかじりまくります︒
〝こら〜！〟っと声を出したいところで
すが︑
このつぶらな瞳で見つめられると
なぜか怒ることができません︒
たんぽぽの花が大好物 ︑生のキャベツも
よく食べます︒いたずらもどうかほどほど
に …
︒

♪ネザーランド・ドワーフ
（Netherland Dwarf）はオランダに
起源を持つカイウサギの一種。
カイウサギの中では最小のウサギで
体重は約０.８〜１.２kg。

７月２６日（金）
・２７日（土）
・２８日（日）
会場 落合南公園
《落合ふるさと夏祭りプログラム》

皮膚が硬くなった部分。

ぼくは

夏祭り

第３７回 落合ふるさと

◆７月２６日（金）前夜祭 ちょっぴりレトロな野外映画会
１９：００〜２０：３０ 「映画 忍たま乱太郎」
（雨天中止）

◆２７日（土）◆
１０：１５〜１２：３０ 本部山車
（落合４丁目コース）
※10：00落合南公園集合
１３：００〜１４：００ ブロック山車・みこし
１５：００〜１５：３０ 踊り
「花笠音頭」
（東落合小学校３・４年生）
１５：３０〜１６：００ ゲーム
「ポイポイ合戦リターンズ！
！」
１６：００〜１６：３０ 落合サマーコンサート １３
（落合中学校吹奏楽部）
１６：３０〜１７：００ 太鼓演奏
「夏祭り・東落太鼓」
（東落合小学校太鼓クラブ）
１７：００〜１７：３０ OCHI-NATSU37th
大抽選！ PART １
１７：４５〜１８：１５ 子どもみこし・落合中文武両道夢みこし
１８：１５〜１８：３０ おはやし
（小野路囃子連）
１８：３０〜１９：００ 大人神輿
（落合四睦会）
管理事務所〜落合南公園〜管理事務所

☆プレゼントコーナー☆

17：00〜
（18：30〜19：00）
〜20：00
１９：３０〜２１：００ 盆踊り
（稲城大丸太鼓・東落合小学校太鼓クラブ）

◆２８日（日）◆
１０：１５〜１２：３０ 本部山車
（落合３丁目コース）
※10：00落合南公園集合
１４：００〜１４：４５ 水遊び
「水てっぽう いつやるの？ 今でしょ
！
！」
１５：００〜１５：３０ チアダンス
（Jewelovers ジェエラバース）
１５：３０〜１６：３０ サマーコンサート １３
（ベルブ ブラスバンド）
【マーチング行進… 〜交番前15：00〜落合南公園15：30】
１６：３０〜１７：００ 〜落合 power 結集〜
南中ソーラン 小中コラボレーション １０th
（東落合小学校５・６年生／落合地区有志）
※江戸や前 17：10〜17：20
１７：００〜１７：３０ OCHI-NATSU37th 大抽選！ PART２
１７：４５〜１８：４０ 大人神輿
（落合四睦会・小野路囃子連）
管理事務所〜落合南公園〜管理事務所

17：00〜
（17：45〜18：40）
〜19：20
おくり太鼓
（華太鼓）
１８：４５〜１９：００ 太鼓演奏
「夏祭り2013」
（華太鼓）
１９：００〜２０：００ 盆踊り
（愛宕太鼓）
２０：００〜１０：３０ 愛宕太鼓演舞
（愛宕太鼓）

たこ焼き

かき氷

やきそば
わたがし

アイス
クリーム

くじびき
おもちゃ
金魚すくい

ヨーヨー
つり
生ビー
ル

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.『特別プレゼント かぶとむし』 ……………………… ５名様
祭
祭
☆出店は両日とも１５：００〜（雨天決行）
★ 2.「めざせ！ 甲子園ブック」 …………………………… ５名様
入館ご招待券
8/25まで ……… ５組様
★ 3.「礫川浮世絵美術館」
ご招待券
8/31まで ……… ５組様
★ 4.「ニューオータニ美術館」
世田谷美術館
9/ 1まで ……… ５組様
★ 5.「榮久庵憲司とＧＫの世界」展
相田みつを美術館
9/ 1まで ……… ５組様
★ 6.「受身 〜負ける練習〜 」
主催：落合ふるさと夏祭り実行委員会
菊池寛実記念 智美術館
9/ 1まで ……… ５組様
★ 7.「 第５回 菊池ビエンナーレ展」
協賛：落合３／４丁目団地各ブロック自治会・管理組合、落合団地商店会、青木葉有志
東京富士美術館
9/29まで ………１０組様
★ 8.「小松崎 茂 展 」
（北鎌倉）
入館ご招待券
9/30まで ……… ５組様
★ 9.「葉祥明美術館」
８店舗共通
平日入館ご招待券
9/30まで ………１０組様
★10.「極楽湯」
☆落合団地商店会も協賛イベントを実施☆
平日ご招待券
8/19〜9/ 9 ……… ５組様
★11.「東洋館」漫才・コント・バラエティ定席
開催場所：落合団地商店街内
《ライブ演奏》
夏季入園招待券（プール割引券付）
9/ 8まで ……… ５組様
★12.「西武園ゆうえんち」
模擬店も ７/２７
（土）１
８：００〜 ジャズオーケストラ
特別入園ご招待券
9/30まで ……… ５組様
★13.「 箱根 強羅公園」
７
/
２
８
（日）
１
９：３０〜 び〜ふぁいん（ビートルズバンド）
た
く
さ
ん
入園ご招待券
9/30まで ……… ５組様
★14.「三渓園」
でるよ
！
ペアご招待券
8/31まで ……… ５名様
★15.「 横浜動物園 ズーラシア」
７/２７・２８ １
１：００〜１
５：００アートバルーンの実演・無料配布
入館ご招待券
9/30まで ……… ５組様
★16.「東京みなと館」
入場ご招待券
9/23まで ……… ５組様
★17.「古代オリエント博物館」
入場券orパスポート割引
9/30まで ……… ５組様
★18.「東京ジョイポリス」
ご招待券
9/30まで ……… ５組様
★19.「 浅草 花やしき」
入園ご招待券
9/30まで ……… ５組様
★20.「東京ドイツ村」
★21.《ヤクルト VS 横浜DeNA》 神宮球場 8/30㈮・31㈯・9/1㈰ 18：00試合開始（共通チケット）……… ５組様
神宮球場 9/10㈫・11㈬・12㈭ 18：00試合開始（共通チケット）……… ５組様
★22.《ヤクルト VS 広 島》
9/14㈯ 未定 キックオフ …………… ５組様
★23.【横浜Ｆ・マリノス VS セレッソ大阪】 日産スタジアム
c…

チャットボード

！
！
！
中
開 催 ル et

《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

★「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：７月２９日 ㈪ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：７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

Tシャツ 掘り出しも
思わぬ

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

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！

サンダ ♪♪
ル
チ
ー
ー
ビ
セ ・レスポ・バッグの・が 見つかります

１０〜５０％オフ
◎８/１４㈬・１５㈭・１６㈮ 夏期休業いたします。

〠 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

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

