いまどきウォッチャ−
人気もの

パティ
︵女の子︶ 歳 雑種

ご縁があって江戸川区の
里親さんから多摩唐木田に
来て 年が経ちました︒
寝る・ご飯
好きなこと …
爪切り・雷
嫌いなこと …
花火の音
散歩もあまり好きではない
けれど
︵？︶
お母さんの健康の
ために付合ってます︒︵笑︶
13
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今年もやります！
！ 皆様おまちかねの

『イワオ企画お客様感謝デー』

『街のたより』第１３８回

開設１５年目を迎えた『こどものアトリエ キッズアート』
は「絵画・造形教室」
というよりは、絵を描いたり、ものを
造ったりすることが大好きな子どもたちのために用意さ
れた「制作の場」
と言ったほうがいいかもしれません。
心をのびのびさせて作品に向かうこと 途中で投げ出
さないこと が教室のモットー、限られたスペースの中でも
ひとりひとりが積極的にアートを楽しむ様子が感じられ
ます。 制作の過程にはアイデアが湧かなかったり、思い
通りにいかなかったりすることもありますが、それらも
作品を作る
「醍醐味」のひとつ…。
現在アトリエには幼児〜高校生のみなさんが通っていま
すが、ぶつかった壁をひとつづつクリアしていく楽しさを
ひとりひとりがよ〜くわかっていて、 できた！という瞬間
の満足そうな表情を見るのがうれしくてたまりません！
とおっしゃる瀬尾先生。 子どもたちと一緒にお絵かきや
工作を楽しむ先生の横顔には優しさが満ちあふれてい
ます。 クラス見学、体験入学、どちらも大歓迎！ お気軽
においでください 。

『こどものアトリエ キッズアート』
瀬尾 理恵
場所：永山五丁目・自宅アトリエ
多摩市永山 ５-３４-２１-３
TEL/FAX０４２-３３７-０９０６

★絵や工作がお好きなお子さんならどなたでも…。 感じる心、考える力、創造する力を育てます。
①自宅の小さなアトリエです。 少人数クラス制
②週１回 １時間 曜日とクラスについてはお問合わせください。
原則として月４回ですが、祝日・年末年始・春休み・展覧会などで月３回のこともあります。
③月謝 ４０００円＋教材費（実費）
④クラス見学および体験レッスン（￥５００）は随時受付中です。 電話またはFAXでご予約ください。

皆様に毎年ご利用いただいている包丁研ぎ・まな板削り、
お赤飯・多摩産地野菜など販売致します。
今年もイワオ企画社長手作りの すいとん 【無料】を
ご用意致します。 ご家族皆様でおでかけください。
包丁・まな板…各２００円（お一人様２点まででお願いします。※受付は２時まで）
お赤飯：１パック…２００円 野菜は何があるか当日のお楽しみです。
上之根橋
多摩ニュータウン通り

乞田川
多摩センター駅

ピューロ
ランド

【イワオ企画】 多摩市豊ヶ丘 １-５９-１０
フリーダイヤル 0120-723-872

多摩上之根橋南

イワオ企画

ASA 多摩センター店

『Minicrew』

営業時間 ９：００〜１７：３０／日曜・祝日定休

ファミリーマート

http://www.iwaokikaku.com

本 日 、楽しさいっぱいの
クリスマスマーケット OPEN ♪♪
ドイツ直輸入のオーナメントも入荷！ のぞいてみて下さい♥

☆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.『2014 サザエさんカレンダー』
★ 2.『2014 スケジュール書込みカレンダー』
★ 3.『2014 東山魁夷カレンダー』

永山方面→

上 之 根 大 通り

【生徒募集のご案内】

２０１３年１２月７日（土）１０：００〜１５：００（多少の雨天であれば決行）

１１/２５
（月）〜１
２月２４日（火）１０：００〜１７：００
（日曜日はお休み） ★１
２／２２
（日）
・２３
（祝）は営業します。

…………………………… ３０名様
…………………………… ５０名様
…………………………… ２０名様

平日ご招待券
12/11〜12/27 …… ５組様
★ 4.「東洋館」漫才・コント・バラエティ定席
講談社野間記念館
12/15まで …… ５組様
★ 5.「近代日本の花鳥画」展
国立新美術館
12/11〜12/23 …… ５組様
★ 6.「シェル美術賞展２０１３」
ご招待券
12/25まで …… ５組様
★ 7.「ニューオータニ美術館」
（北鎌倉）
入館ご招待券
12/31まで …… ５組様
★ 8.「葉祥明美術館」
ちひろ美術館・東京
2014/1/31まで …… ５組様
★ 9.「ちひろと初山滋 ー永遠のコドモー」
2014/2/9まで …… ５組様
★10.「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」 ２１̲２１ DESIGN SIGHT
８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
入館ご招待券
12/29まで …… １０組様
★11.「極楽湯」
共通ご招待券
2014/2/28まで …… ５組様
★12.「帆船日本丸＆横浜みなと博物館」
入場券引換券
12/28まで …… ５組様
★13.「葛西臨海水族園」
入場券orパスポート割引 2014/3/31まで …… ５組様
★14.「東京ジョイポリス」
特別入場券
12/31まで …… ５組様
★15.「サンリオピュ−ロランド」
入園券 (4枚１組)
12/30まで …… ５組様
★16.「こどもの国」
入園ご招待券 (4枚１組) 2014/3/31まで …… ５組様
★17.「さがみ湖リゾート プレジャー フォレスト」
12/7㈯ 15：30キックオフ …………………… ５組様
★18.【ＦＣ東京 VS ベガルタ仙台】味の素スタジアム

チャットボード
クリスマスイベントのお知らせ
まだお席 ♪
あります

おつきゆきえさんによる

『おとなのための絵本の会』

おはなしの出前 を届けてくれる おつきゆきえさん とは
１０年以上のお付き合いになりますが、今回は大人の方に
楽しんでいただける
「絵本の会」
を企画しました。
クリスマス直前、心に残る 珠玉のひととき をご一緒しませんか？
＊日
時 １２月１４日（土）１７：００〜（朗読時間 約１時間）
＊場
所 セレクトショップ Minicrew ２Ｆフリースペース
＊申込締切 定員になり次第締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…。
（当店読者以外の方のご参加は￥１
０００となります。）
＊参加希望の方は ＦＡＸ・お葉書・ホームページからお申込み下さい。
※参加人数と参加される方のお名前をご記入ください。

『デリバリーサンタ』受付中！
！
！
《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！★
＊応募締切り
ハガキ：
１１月２９日 ㈮ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：
１１月２９日 ㈮ 正午まで

ご住所

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

＊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

フリーFAX0800-800-3154

デリバリーサンタとは？
★当店のスタッフがサンタクロースに扮してみなさんのお宅や子供会の
イベントなどにお伺いする企画です。
★お子さんとの写真撮影やパーティ参加など、ご希望の日程をＦＡＸ・
お葉書・ＨＰからお知らせ下さい。
★スケジュールを調整させていただきます。
★今年は１２/２１
（土）
・２２
（日）
・２３
（祝）に予約が集中することが予想され
ます。 ご予約の時間が重複してしまった場合は、お伺いする時間が
前後する可能性があります。 あらかじめ ご了承下さい。

【サンタさんが伺える期間と時間】※上記以外の日程についてはご相談下さい。
☆期間 １２/１４
（土）〜１２/２５
（水） 注意）当店配達エリア内のみ伺わせて
いただきます。
☆時間 １２：００〜２０：００

申込先

〠206-0033 多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター店内

『ゆきえさんの絵本の会』係 または
『デリバリーサンタ』係

フリーＦＡＸ ０８００-８００-３１５４／ http://www.sawayaka-mail.com

大好評！
第６７回

バスツアー

年末買い物ツアー 焼津さかなセンター
■旅行期日： １２月２６日（木）／■旅行代金： ５３００円昼食なし

◆本日（１１/２５）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

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

◆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

