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『街のたより』 第14６回

花と緑の『緑宝園』

6/7 （土） 『フラワーアレンジ講習会』

多摩市豊ヶ丘2-31-7
TEL 042-375-1048
営業時間 9:00〜18:30
年中無休／駐車場あり
http://www.ryokuhouen.com/

〜初夏の寄せ植えを終えて〜
昨年に続き、緑宝園さんの温室を会場としてご提供いただきました。
今年は梅雨入りが早まり、雨降りの肌寒い一日となりましたが、
熱中症対策として麦茶や扇風機を用意した昨年とは違い、涼
しい温室内での作業となりました。 お庭でのお花選びは傘と
トレーで両手がふさがり“大変かな… ？ ” と心配しましたが、みな
さん苦になさる様子もなく楽しそうにお庭とお店、温室を行っ
たり来たりしながら、お気に入りの草花や観葉植物の苗を見つ
けていらっしゃいました。

間違えると、「知性」を疑われる！？ 【「教養」基本漢字】より抜粋

今回は全体で３１名のご参加でしたが、午前に ９ 名、午後に ８ 名、
初参加の方がいらっしゃいました。 寄せ植えが全く初めてと
いう方も数名いらしたので、初参加の方は同じテーブルで作業
していただきました。 土曜日ということもあり、お子様連れの
方が ３ 組、パパと娘さんと一緒の方もいらっしゃって和やかな雰囲気でした。

ぼくは

中村ユメスケくん
ゴールデンデューデュル
（男の子／３歳）

みなさん、講師の滝瀬さんの説明にきちんと耳を傾けて作業を進めていきます。
センスよく植えられた見本の鉢も用意されていたので、花選びに迷われた方は、
最初は見本を真似て作り始めましたが、
① 植物の色を上手く選ぶ。 ② 面・点・線を生かした花材を選ぶ。
この２つのポイントが出来上がりのセンスを大きく左右することをみなさん実感
されたようでした。
寄せ植えは、アレンジメントと違って、長く楽しめるので好評です。
選んだ花材の名前を忘れないようメモしてお帰りいただきました。

ご主人の大型犬を飼って
みたいという希望から
家族に仲間入り。
散歩でほかの犬と遊ぶことと
ご飯が大好き ！ ！
３５キロの巨体ですが、これ
からの成長が楽しみです。

次回はクリスマスに向けての講習会になります。
お楽しみに〜。

☆プレゼントコーナー☆
★ 1.「めざせ甲子園ブック ２０１４」
★ 2.「 学生美術の総合展 学展 ２０１４」
★ 3.「円谷英二 特撮の軌跡展」
★ 4.「 再興第９９回 院展」
★ 5.「明日のジョー、の時代展」
★ 6.「フィオナ・タン まなざしの詩学 」
★ 7.「 夏季展示 能を読む」
★ 8.「イメージメーカー展」
★ 9.「建築家ピエール・シャローとガラスの家」
★10.「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
★11.「東洋館」 漫才・コント・バラエティ定席
★12.『横浜大世界 トリックアート・ミュージアム』
★13.『新横浜スケートセンター』
★14.『京急油壺マリンパーク』
★15.『こどもの国』

………………………………………… １０名様
8/2〜8/10 ………… ５組様
横浜髙島屋
８/11まで ………… ５組様
日本美術院
9/2〜9/15 ………… ５組様
練馬区立美術館
9/21まで ………… ５組様
東京都写真美術館
9/23まで ………… ５組様
永青文庫
9/28まで ………… ５組様
21-21 DESIGN SIGHT
10/ 5まで ………… 5組様
汐留ミュージアム
10/13まで ………… ５組様
入館ご招待券
9/30まで ………… １０組様
平日ご招待券
8/11〜9/9 ………… ５組様
平日入館ご招待券
9/30まで ………… ５組様
滑走ご招待券
9/30まで ………… ５組様
入園ご招待券
9/30まで ………… ５組様
入園券 (4枚１組)
12/30まで ………… ５組様
東京都美術館

★16.《日本ハム VS 千葉ロッテ》 東京ドーム 8/ 2 9 （金） 18：30 ・30（土） 15：00 ・31（日） 13：00 試合開始（共通チケット） …
★17.《東京ヤクルト VS 中日》 神宮球場 9/2（火）・3（水）・4（木） 18：00試合開始（共通チケット） ………
★18.【ＦＣ東京 VS 浦和レッズ】 味の素スタジアム 8/23（土） 18：30 キックオフ ………………………
★19.【ＦＣ町田ゼルビア VS ＦＣ琉球】 町田市立陸上競技場 8/24（日） 17：00キックオフ ………………
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１ 枚希望

＊初めての経験でまったく知識がなかったのですが、娘と楽しく参加
できました。 玄関の前に飾ります。
永山 Hさん
＊数年ぶりに参加させていただきました。 緑宝園さんの万端の準備
や適切なアドバイス、ご指導のおかげでとてもステキな初夏の寄せ
植えができ、雨の中でもさわやかな気持ちになることができました。
鶴牧 Kさん
＊楽しく美しい花鉢ができました。 緑宝園の先生方、朝日新聞の方
ありがとうございました。 教えていただいた植物の属性、これから
いろいろな花を見る際にとても参考になります。
この企画、ぜひ続けてください ！
鶴牧 Iさん

からのお知らせ

セレクトショップ
『ミニクル』は商品の

ダーランド！？
ワン

お名前

様

TEL

＊応募締切り
ハガキ：７ 月30日 （水） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：７ 月30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。
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）

さまで
ご家族みな
お越し下さい♥

今がチャンスの

LAST SALE
開催中 ！ ！

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

多摩市

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！

＊昨年に続き２度目の参加でした。 今年は観葉植物の寄せ植えに
挑戦しました。 見た目だけでなく、植物の生態系なども考えて植え
ないといけないこと、観葉植物用の土などがあるなど、教えて頂き、
とても勉強になりました。 出来上がった鉢は玄関に置いてありま
すが、、毎朝見るたびに思わず微笑んでしまいます。
満足しています ！ ！ ！
落合 Tさん

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

《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

【 ＊お客様からのおたより＊ 】
＊初夏のガーデニングで楽しいひとときをすごすことができました。
あいにくの雨模様でしたが、庭いっぱいの植物の中から迷いながら
選ぶ作業も楽しかったです。 緑宝園さんの方に適切で親切なアド
バイスをしていただいて、満足のいくひと鉢ができあがりました。
半日陰の玄関先がパッと明るくなりました。
鶴牧 Mさん

商品が無くなり次第終了と
なりますので

お早めにどうぞ！
★旅行に、帰省のお土産に… オススメ商品を豊富に取り揃えております。

〠 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
営業時間 １ １：００〜１９：００／定休日 木曜日

※8/13・14・15 夏期休業

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！

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

