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
好評につき第２弾！ どんな態度ですか？
①猫を被る・・・ おとなしそうに振る舞って、本性を隠すと言う意味。
②脂下がる・・・ 得意気になってニヤニヤする様子。煙管の雁首を上げてふかす
ねこ

かぶ

キセル

やに さ

http://www.sawayaka-mail.com
2013年 8月25日 (日）vol.308

姿が気取って見えたことから。
ぬすっと

たけだけ

③盗人猛猛しい・・・ 悪事をとがめられても、ふてぶてしく居直るさま。
「盗人猛猛しいとはこのことだ」
など。
しな

④科をつくる・・・ 男性の気を引くため、女性が色っぽいしぐさをすること。
「科」
は、愛嬌、媚態という意。

『街のたより』第１２４回

にべ

⑤膠もない・・・
しゃ

愛想がない、
そっけないこと。「膠」
は粘着力が強いニカワ。
そのような粘着力がないことから。

〜２０１３前半 二つのイベントを振り返って〜

６/１５
（土）『フラワーアレンジ講習会』 〜初夏の寄せ植えを終えて〜

かま

⑥斜に構える・・・ 物事を素直にとらえず、皮肉な態度をとること。

花と緑の
『緑宝園』

もとは剣術用語で、刀を斜めに構える姿勢のこと。
き

てら

この
「衒う」
は見せびらかすという意。
き

はな

くく

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

美容室ベルウッド︵永山６丁目︶
の看板犬﹃ナノ﹄
ちゃん
︵６か月・女の子︶
体重は３㎏でとっても小柄 ︒
お客様とのコミュニケーションが
上手 ︑吠えないポメラニアン
です︒
柴犬みたいに可愛いカットも
ステキでしょ？
お店でお待ちしていま〜す︒

わたしは

今回は緑宝園さんの温室を会場としてご提供いただきました。
当日は 曇り時々晴れ のお天気でしたが、前日の雨が上がって
湿度が高く、扇風機と冷たいお茶、蚊取り線香を用意しての実施
となりました。 午前・午後合わせて２６名のお客様にご参加いた
だきましたが、初参加の方が６名いらして、和気あいあいとした雰
囲気の中、楽しい１時 間半をすごすことができました。
木立の中にずらりと並んだポットからお気に入りのお花を４つか
５つ選ぶのですが、これが楽しくもあり難しくもあり…？？？

《寄せ植えのポイント》
をまとめてみました。
① 鉢を置く場所が屋外または屋内、日向または日陰など、環境
や日照条件によって、選ぶ花材や鉢の種類が変わってきます。
② 植木鉢の大きさに対してたくさん植えすぎてしまうと蒸れて
しまうので適当な数のポットを選ぶのがとても大事。
③ 高さのバランス・花や葉の色の組み合わせ・秋になると紅葉
して赤くなる花材についての知識や、
《 肥料のやりかた》
《土
の入れ方》
《水やりの方法》なども丁寧に教えていただき、個
性が光る素敵な寄せ植えが完成しました。

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.『くにたち市民オーケストラ 第３５回定期演奏会』ご招待券 １０/１３
（日）パルテノン多摩 大ホール … ５組様
★ 2. 好評につき！
！「スポーツ祭２０１３ オリジナルエコバッグ」
…………１０名様
★ 3.「ニューオータニ美術館」
ご招待券
9/23まで ………… ５組様
★ 4.「大倉コレクションの精華Ⅱ」
大倉集古館
9/29まで ………… ５組様
★ 5.「小松崎 茂 展 」
東京富士美術館
9/29まで ………… ５組様
★ 6.「大名細川家への贈り物」
永青文庫
9/29まで ………… ５組様
★ 7.「 書道大学優秀作品展」
日本書道美術館
9/1〜9/29 ………… ５組様
★ 8.「極楽湯」
８店舗共通
平日入館ご招待券
9/30まで …………１０組様
★ 9.「東京みなと館」
入館ご招待券
9/30まで ………… ５組様
★10.「東京タワー水族館」
平日ご招待券
10/31まで ………… ５組様
★11.「新横浜スケートセンター」
滑走ご招待券
9/30まで ………… ５組様
★12.「KID-O-KID」１２館共通（うち１館のみ有効） 入場ご招待券
11/30まで ………… ５組様
★13.「こどもの国」
入園券 (4枚１組)
12/30まで ………… ５組様
★14.「フィールド・アスレチック』横浜つくし野コース
ご招待券
11/30まで ………… ５組様
★15.《ヤクルト VS 阪神または横浜DeNA》 神宮球場 ※9/27以降の開催試合、いずれか１試合 ……… ５組様
★16.《ヤクルト VS 巨 人》
神宮球場 ※9/27以降の開催試合、いずれか１試合 ……… ５組様
★17.【ＦＣ町田ゼルビア VS 栃木ウーヴァＦＣ】 町田市立陸上競技場 10/6㈰ 14：00キックオフ ……… ５組様

《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

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：８月２９日 ㈭ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：８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

■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！

〠 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

にしました︒ またやらせて
ください︒
ありがとうございました︒
諏 訪 優 太くん︵ 歳 ︶

「木で鼻を括る対応に、腹が立った」
など。

☆ 昔から観 葉 植 物が大 好き ☆ お店の方がプロの目でアド
☆ 名 前も聞いたことのない
で︑家の中でたくさん育て
バイスして下さり︑素 敵な
初めての花を選んで︑
いまま
ております が 寄せ植 えは
作 品が仕 上がりました︒
でになく大 人っぽく仕 上 げ
人 生 初の体 験となりました︒
鶴 牧 Ｉさん
ることができました︒
緑 宝 園さんの新しいお店に ☆ 初めての講 習 会でした︒
アドバイスありがとうござ
は初めて伺いました︒
いました︒ 落 合 Ｓさん
とっても楽しく完 成いたし
お花や鉢の種 類が多くて迷っ
☆ たくさんの花の中 から 選
ました︒今 後の鉢の成 長も
てしまいましたが︑自 分なり
ぶのが楽しかったです ︒
楽しみになります ︒これか
に納 得いく出 来 ばえで大 満
らもお花に愛 情をもって水
知らない花の名 前を知る
足です ︒ 永 山 Ｕさん
やり︑肥 料とお世 話したい
だけでもうれしかったです ︒
☆ お 花を選 ぶのに時 間 がか
と思います ︒永 山 Ｋさん
これから長く咲いてくれる
かってしまいましたが︑
いろ ☆ 念 願の︿ 講 習 会 ﹀実 現しま
と思うとワクワクします ︒
いろなものを混 ぜ合わせ父
した︒ とっても和やかな 雰
落 合 Ｔさん
の日のプレゼントにすること
囲 気 ︑自 分 好みのアレンジで
皆さんの色 々な 作 品が大 変
参 考になりました︒
次 回もぜひ参 加したいです ︒
永 山 Ｏさん

⑧木で鼻を括る・・・ 無愛想で、そっけない態度のこと。
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︻お客 様からのおたより︼

多摩市豊ヶ丘 ２-３１-７ TEL ０４２-３７５-１
０４８
営業時間 ９：００〜１８：３０ 年中無休／駐車場あり
http:/ / www.ryokuhouen.com/

⑦奇を衒う・・・ 注目をあびようとして、一風変わったことをしてみせること。

７／１３
（土）おつきゆきえさんによる
『宮澤賢治朗読の会』
『賢治』
というと、思い浮かべるイメージがあると思いますが、
今回はそれらとは少し違った、あまり知られていない『楽しい
話』
を何編かご用意してくださっていました。
とても暑い日でしたが、時間がちかづくとお客様がぞくぞくと
ご来場され、会場は満員！ 初めてご参加の方から、ゆきえさん
ファンのお客様まで、前回をしのぐ大盛況でスタートです。
ゆきえさんがおもむろにページを開き、朗読を始めると、その
瞬間からまるで映画のフィルムが回るように世界が動き出し
ます。 何も無いはずの壁に風景が流れていくような、雨の匂
いまでしそうな臨場感です。 声だけの世界 の豊かさに驚き
ました。 初めはかっちりと座っていたお客様方も、すぐにゆき
えさんの世界に入っていかれたようでした。 みなさま、体が
傾いたり、うなずいたり、身を乗り出し
たり、膝を叩いたり、段々と動きが
柔らかく自由になっていく
のが印象的でした。
朗読するゆきえさんの
声と、お客様の溜息や
笑い声が混じって音楽
のように響き、約１時
間の会はあっと
いう間に終了・・・。
次はどんな世界が
広がるのか、今から楽しみにしています。 センター店 渡邉

大 好 評！ 第６５回 バスツアーのお知らせ

「上高地帝国ホテルでの昼食付 秋の上高地」
■旅行期日１０月 ８日
（火） ■旅行代金 １２５００円
◆お申込み・お問い合せは
（株）朝日旅行 TEL03-6860-7788 担当：笹嶋
◆本日（8/25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

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
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◆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

