♪じっくり見ると読める！？「自然現象」
それぞれの読み方は？

１、時化 ２、東風
６、南風 ７、旋風

３、山背
８、鎌鼬

４、雹
９、霙

５、霰
１０、靄
http: //w ww . s aw ay aka- m ai l . c om

１、しけ

暴風雨で海が荒れること。
反対語は「凪（なぎ）」。「和（なぎ）」とも書く
２、こち
東方から吹く風。 春の訪れを感じさせる風。 菅原道真の
「東風吹かば匂いおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ」
の歌は有名
３、やませ 夏に東北地方に吹く北東風のこと。 小雨を伴うことが多く、
冷害をもたらす
４、ひょう 積乱雲から雷雨に伴って降る氷のかたまり。 豆粒大のもの
から、時としてこぶし大のものもある。
５、あられ 水蒸気が空中で急に冷えて氷結した、小さな粒状のもの
６、はえ
南から吹く風。 おもに中国・四国・九州地方で使う
７、つむじかぜ
激しく渦を巻いて吹く風のこと
８、かまいたち
物に触れてもいないのに、皮膚に鎌で切ったような傷が
できる現象。 昔はカマイタチという幻の獣のしわざと考えら
れていた
９、みぞれ 雪が空中で解け、半ば雨のようになって降る
１０、もや
ふつうの霧よりも薄いものをいう。 規定１キロ以上がモヤ、１キロ
未満がキリと規定されている
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『街のたより』 第141回

多摩千客萬来亭

第14回

喬太郎 一之輔 錦平 三人会
4 月 17 日（木）

２回 公演
パルテノン多摩 小ホール

昼席 開場 14:00 開演 14:30
夜席 開場 18:30 開演 19:00

全席指定 ３５００円（税込）
※未就学のお子様はご遠慮ください。

間違えると、「知性」を疑われる！？ 【「教養」基本漢字】 より

【チケット前売所】
★チケットパルテノン
★チケットぴあ

TEL042-376-8181
TEL0570-02-9999
（Pコード 432-748）
★文具のタイコー（桜ヶ丘店） TEL042-37５-２５０８
★多摩 千客萬来亭 TEL/FAX 042-373-1639
FAXまたは電話で受付けております。
※住所・名前・電話・昼席・夜席
ご希望枚数をご記入ください。
※チケット発売・発送いたします。
（車椅子席ご用意できます）

ぼくは

トイプードルの『クンちゃん』（♂８歳）
お散歩で出会うワンちゃんたちに興味
津々。
どんなワンちゃんにも決して吠えません。
３/ １ １ の地震以来、テレビの地震速報が
聞こえると、家族のそばに寄ってくる
ようになりました。
お客さんが来ると大喜び、帰るときは
には寂しそう…。
最近はお孫ちゃんにやきもちを焼く
こともあります。 お外で見かけたら声をかけてくださいね。

★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望

第3希望
) ★NO.(

)

１ 枚希望

多摩市
様

TEL

《マヒキザワ薬局がお笑いを応援する理由》
地域に根付いた「相談薬局」として、２５年間お客様の健康をサポート
してきた『マヒキザワ薬局』さんは“笑うことは健康につながる”と考え
ています。
大学時代、落語研究会に所属していたご主人が、怪我をして２〜３か月
動けなかった時、落語を聞いて元気づけられたのがきっかけとなり、
“多摩でも落語が聞きたい”“パルテノンホールのような立派な施設を
活用してみたい”そんな想いから平成２０年４月に【多摩千客萬来亭】
を発足。 落研時代の後輩だった噺家さんたちの協力を得て、第 １ 回 の
公演が開催されました。
【馬引沢寄席】と銘打って、時々はご自宅に噺家さんを招き、アットホー
ムな落語会を開かれることもあるそうです。 今後もお笑いと健康を
応援する『マヒキザワ薬局』さんの活動から目が離せません。

５組様
５組様
５組様
５組様
５組様

■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！

満開の桜の頃、パルテノン多摩に足をはこんでみませんか？

チャットボード
BOOK
の
ご紹介

手術数でわかる

週刊朝日MOOK
定価 ７５０円 （税込）

いい病院 ２０１４
最新 全国

５６９３ 病院手術数

一挙公開

がん 心臓病 脳疾患
眼
耳
婦人科

＊応募締切り
ハガキ：2 月２8日 （金） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：2 月２8日 （金） 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。

ひざ
首
リハビリ…

腰

全国 ＆ 地方別ランキングTOP４０
解説 いい病院の見つけ方
いい病院の見つけ方

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

アサウェブタマに
特集記事あり

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

お名前

お笑いと健康を応援する

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

ご住所

お客様 照会番号

５組様
５組様
５組様
５組様
５組様
５組様
５組様
５組様
５組様
５組様
５組様
５組様
１０組様
５組様
５組様
５組様
５組様

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

第2希望

【協賛】

処方せん 調剤受付けております
（薬剤師）橋本 真佐子
TEL/FAX 042-337-1717
９：３０〜１９：３０（定休日 日曜、祭日、第１・第３木曜）
http://tamarakugo.web.fc2.com/
ブログhttp://ameblo.jp/tama-rakugo/

【マヒキザワ薬局】

★ 1.「 FCIアジア・パシフィックセクション ドッグショー２０１４」 東京ビッグサイト ご招待券 3/29（土）・30（日） ２日間 …
そごう美術館（横浜）
３/10まで …………
★ 2.「 生誕１１０年 黒田辰秋の世界」
ご招待券
3/２3まで …………
★ 3.「ニューオータニ美術館」
東京富士美術館
３/３０まで …………
★ 4.「中国陶磁名品展」
五島美術館
3/30まで …………
★ 5.「 館蔵 中国の陶芸展」
上野の森美術館
3/15〜3/30 …………
★ 6.「VOCA 現代美術の展望 」
菊池寛実記念 智美術館
３/３０まで …………
★ 7.「隠﨑隆一 事に仕えて」展
国立新美術館
3/19〜3/31 …………
★ 8.「 創立九十周年記念展 白日会」
松岡美術館
４/ ４まで …………
★ 9.「 松岡コレクション 理想郷」
練馬区立美術館
4/ 6まで …………
★10.「野口哲哉の武者分類図鑑」
国立新美術館
4/2〜4/14 …………
★11.「 第６７回 示現会展」
東京都美術館
4/9〜4/16 …………
★12.「 第６２回 光陽展」
入館ご招待券
３/３ １ まで …………
★13.「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
4/28まで …………
★14.『 台場１丁目商店街 山口敏太郎の妖怪博物館＆台場怪奇学校』 ご招待券
ご招待券
4/30まで …………
★15.『トリックアート美術館』 （京王高尾山口）
平日ご招待券
4/30まで …………
★16.『東京タワー水族館』
入園券 (4枚１組)
６/３０まで …………
★17.『こどもの国』
★18.《東京ヤクルト VS 横浜DeNA》 神宮球場
3/28（金） 18:00 ・ 3/29（土） 14:00 ・ 3/30（日） 13：30 （日付別チケット） ……
日産スタジアム
3/29（土） 14:00キックオフ ……
★19.【横浜Ｆ・マリノス VS 鹿島アントラーズ】
味の素スタジアム
3/8（土） 15:00キックオフ ……
★20.【ＦＣ東京 VS ヴァンフォーレ甲府】
味の素スタジアム
3/23（日） 19:00キックオフ ……
★21.【ＦＣ東京 VS 川崎フロンターレ】
★22.【ＦＣ町田ゼルビア VS AC長野パルセイロ】 町田市立陸上競技場 3/16（日） 13:00キックオフ ……

第1希望

多摩 千客萬来亭 橋本 俊政
多摩市馬引沢 ２-１３-１０

マヒキザワ薬局

☆プレゼントコーナー☆

プレゼント応募用紙

【主催】

〠 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

身延山宿坊での昼食 身延山のしだれ桜
■旅行期日：３月２８日（金） ■旅行代金：８４００円昼食付

◆本日（2/ 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

