♪こんな「地名」が日本にあった！
それぞれの読み方は？ 所在（府県名）は？

１、枚方 ２、太秦
６、雨晴 ７、弓削

３、勿来
８、御所

４、十三
９、象潟

５、不入斗
１０、祖母井

１、ひらかた＝大阪府。

『日本書紀』に「ひらかたゆ笛吹き上る…」とうたわれて
いるが、漢字表記の由来は不明
２、うずまさ＝京都府。 渡来人の秦（はた）［古音］は「はだ」氏が居住したこと
から。 時代劇の映画撮影所があることで有名
３、なこそ＝福島県。
古代の「勿来関（なこそのせき）」による地名。
「勿」という漢字は禁止を表すことば
４、じゅうそう＝大阪府。 大阪市淀川区の南部にある地名。
阪急電鉄「十三駅」周辺は商店街が発達する
５、いりやまず＝神奈川県横須賀市、千葉県市原市などにある。
入山瀬（いりやませ）［谷間の奥］の転じたもの
６、あまはらし＝富山県。 富山湾の一部で高岡市岩崎付近から氷見（ひみ）市
鳥尾に至る白砂青松の景勝地に「雨晴海岸」がある
７、ゆげ＝愛媛県。
「弓削部（ゆげべ）」は大和朝廷で弓の製作を担当した
部署の名前で、「弓削」はその職人を指す
８、ごせ＝奈良県。
京都御所とは関係はない
９、きさかた＝秋田県。 『奥の細道』にも「象潟や雨に西施（せいし）がねぶの花」
と登場する
１０、うばがい＝栃木県。 ウバという地名は「姥」の字もよく使われるが、崖に
関連した地名という
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“２０１３後半のイベントを振り返って” その２
１ １ ／２９ （金） ・３０ （土） 『フラワーアレンジメント講習会』
２０ １ １ は 生のヒバやヒムロスギを土台にした『生花のX’masツリー』
２０１２は アートフラワーの『X’masツリー』
今年はインテリアにぴったり、『クリスマスツリーの寄植え』を行いました。
ガーデンシクラメン、パンジー、ビオラなどは可愛らしく華やかで、ゴールド
クレストやブルースター、オリーブの木と合わせ、サンタクロースの人形
などを飾るとクリスマスにぴったりの雰囲気になりました。
水やりやお手入れ方法など、緑宝園さんが丁寧に教えて下さってみな
さん満足なご様子でお帰りになられました。
次回は ６ 月開催の予定… お見逃しなく〜！

間違えると、「知性」を疑われる！？ 【「教養」基本漢字】 より

ぼくは
１／１０号で紹介した
呑み喰い処
『季楽』さんの人気者
“ウツボのよっちゃん”
（３代目）。体長７０㎝位、
年齢・性別不詳。
初代よっちゃん（体長１m位）元気すぎて水槽から飛び出してしまい
ました。 ２代目よっちゃん（体長１.５m位）大きすぎて弱ってしまいま
した。 現在の“よっちゃん”は２０１２年の年の瀬にやってきました。
昼はおとなしく夜は活発に泳ぎます。エサはしらす・白魚など、特に
タコの足が大好物。 ぜひ会いにきてください。
『季 楽 』 多摩市南野ゴルフ向い TEL ３７１-０６１５

☆プレゼントコーナー☆
★ １ .「２０１４新入学おめでとう大会」 パルテノン多摩 １月２６日（日）ご招待券 … １５組様 ※本日（１／２５）連絡の方お届けします。
★ 2.「礫川浮世絵美術館」
入館ご招待券
２/２５まで ………… ５組様
入館ご招待券
２/28まで ………… ５組様
★ 3.「玉堂美術館」
ご招待券
２/２８まで ………… ５組様
★ 4.「ニューオータニ美術館」
東京都美術館
2/22〜2/28 ………… ５組様
★ 5.「 第９回 合同水墨展 水墨画 」
講談社野間記念館
３/ ２まで ………… ５組様
★ ６.「十二ヶ月図の世界展」
ワタリウム美術館
３/ ９まで ………… ５組様
★ ７.「宝箱ー齋藤陽道 写真展」
東京ステーションギャラリー
3/ 9まで ………… ５組様
★ 8.「プライベート・ユートピア」
東京富士美術館
３/３０まで ………… ５組様
★ 9.「中国陶磁名品展」
菊池寛実記念 智美術館
３/３０まで ………… ５組様
★10.「隠﨑隆一 事に仕えて」展
世田谷文学館
３/３０まで ………… ５組様
★１ 1.「星を賣る店」
入館ご招待券
３/３ １ まで ………… ５組様
★１ 2 .「葉祥明美術館」 （北鎌倉）
千秋文庫
４/１ ９ まで ………… ５組様
★１ 3 .「秋田の国と城」
入館ご招待券
３/３ １ まで ………… １０組様
★１ 4 .「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
パシフィコ横浜
2/22・23（２日間） ………… ５組様
★１ 5 .『 第６回 ノスタルジック ２デイズ』
ご招待券
３/３０まで ………… ５組様
★１ 6 .『三菱みなとみらい技術館』
ペアご招待券
２/２８まで ………… ５名様
★１ 7 .『 横浜動物園 ズーラシア』
入場ご招待券
3/３ １ まで ………… ５組様
★１ 8 .『古代オリエント博物館』
入場券orパスポート割引
３/３ １ まで ………… ５組様
★１ 9 .『東京ジョイポリス』
入場ご招待券（ １ 時間無料）
２/２８まで ………… ５組様
★20.『アメイジングワールド』 ２館共通（うち１館のみ有効）
入園券 (4枚１組)
６/３０まで ………… ５組様
★２1.『こどもの国』
入場引換券 ……… ５組様
★２2.【日本大相撲トーナメント 第三十八回大会 】 国技館 ２/９（日）１ １ ：００開場
★２3.【 第三十七回 日本古武道演武大会】 日本武道館 ２/９（日）開会１０：３０ ご招待券（本券で２名様入場可） … １０名様

《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2希望

第1希望

) ★NO.(

★NO.(
１ 枚希望

１ 枚希望

第3希望
) ★NO.(

)

１ 枚希望

１ 年ぶりのこの会に、今回もたくさんの
お客様がいらっしゃいました。
昨年の『成熟』に続き、今年は『安心』を
テーマにセレクトされた ５ 作品。
まず表紙が開き、ひと呼吸置いたあと、ゆきえさんの声が絵本を読み
はじめると、途端に言葉が活き活きと流れ出します。 音楽が流れ、絵
が動いて、アニメーションのように部屋の壁や窓に映っている気がする
ほど。 お客さまもあっという間にその世界に引き込まれているようで
した。 まるで微動だにしないお客さま、だんだんと前のめりになる
お客さま、思わず笑ってしまったり、驚いて少し飛び上がる方、手をぎ
ゅっと握りしめる方、膝から落ちたコートにも気付かず、じっと聴き入
る方・・・。 １ つの作品が終わるたび、まるで“こちらの世界に帰って来
た”かのように空気が ふっとほどけるのを感じます。 心地よい緊張
感と一体感に包まれて、とてもドラマチックな時間が流れていきました。
ゆきえさんがおっしゃるには『集中するあまりか、椅子から転げ落ちる
お客さんもいる。』そうです。 それも納得 ！ ！
小さい頃に読み聞かせてもらった絵本の中で、大人に沁みる“大人の
ための”『安心』と出会うのは、少し不思議でとても嬉しい体験でした。

チャットボード
BOOK
の
ご紹介

お名前

様

TEL

＊応募締切り
ハガキ：１ 月２９日（水）必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：１ 月２９日（水）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。

『サザエさん』に続く長谷川町子の代表作を
オリジナルサイズで４０年ぶりに復刊 ！

いじわるばあさん
長谷川町子

「昔、読んでいた大きさで読み
たい」と多くのお声を頂き、
絶版となっていた「姉妹社版」を
定価各８４０円（税込）
４０年ぶりに復刊します。
嫁や息子たち、道行くおじいさん、
子供たちに数限りないいじわるを ①〜④巻 発売中
⑤・⑥巻 ２／７発売
しながらもクスッと笑えて、
思わず気分爽快 ！
各巻に特典ページ付き！

全６巻

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

多摩市

全巻購入特典 ：各巻の帯にある応募券をお送りいただくと
いじわるばあさん「一筆箋」をもれまくプレゼント！

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

おつきゆきえさんの

『おとなのための絵本の会』

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！

１２／１４ （土）

〠 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

大好評！
第６８回

バスツアー

久遠寺境内に咲く枝垂桜見物・宿坊「岸の坊」での精進料理
■旅行期日：３月２８日（金） ■旅行代金：８４００円昼食付

◆本日（ １ / 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
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

