♪「漢字」について（その１）
５万字もある漢字は、中国や日本で使われていますが、もともとは
絵の形から作られました。 こういう文字を象形文字といいます。
そのため、あらためて一字一字、よーく見ると漢字からものの意味
や形が見えてきて、漢字のおもしろさや楽しさを再発見できます。
●漢字の成り立ち●
漢字ができたのは中国。 ４０００年も前のことです。
その頃は、いろいろなものの形を書き写し、それを文字として人々
が伝達し合うのに用いたのです。 移り変わりを見ると、元の形に
近いものから、少しづつ形を変えて今の漢字になったことがよく
わかります。
甲骨文字 （こうこつもじ）

金文 （きんぶん）

殷（中国）の時代に
亀の甲羅や牛の骨
を焼いて占った結果
を刻んだ書体。

甲骨文字とほぼ同
時代に発展。
青銅器に鋳込まれ
た銘文の書体。

篆書 （てんしょ）

楷書 （かいしょ）

秦（中国）の時代に
発展した文字。
普段あまり使わない
書体だから強調する
のには良い。

後漢（中国）の時代
に完成された書体。
現在の漢字の字体
となった。

http: //w ww . s aw ay aka- m ai l . c om
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『街のたより』 第１４８回
“１０００名のサンタがやってくる ！ ”

『第２回 聖蹟サンタマラソン』

〜アットホームでファンキーな体験を〜

１２ 月 ７ 日 （日）

☆エントリー受付中☆
お申込み・大会要項はＷｅｂでチェック！

「朝日ジュニア学習年鑑」より

一般社団法人TAMA RUNNERS 代表理事 馬場 保孝
HP http://www.tamarunners.jp/
FB https://www.facebook.com/sakuragaoka.marathon

わたしたちは

☆お問合せ先 TEL080-3153-4422（馬場）
Mail bbbsenshi1129@gmail.com

四谷
大橋

折返しポイント

多摩川
一ノ
宮公

園

←八

王子

イオちゃん（左）＆カリストくん（右）

START & GOAL
京王線
聖蹟桜ヶ丘駅

第１回
サンタマラソン
『ひよこの部』 ☞

☆プレゼントコーナー☆
★ 1.「 第３８回 新日美展」

10/4〜10/11 ……… ５組様

東京都美術館

★ 2.「２０１４ 東美アートフェア」 （東京美術倶楽部 東美ミュージアム） ご招待券

10/17（金）・ 18（土）・19（日） ……… ５組様

★ 3.「 第８２回 版画展」

東京都美術館

★ 4.「秋の優品展 ー絵画・書跡と陶芸ー」

五島美術館

10/19まで ……… ５組様

★ 5.「昭和初期 講談社の繪本原画展」

講談社野間記念館

10/26まで ……… ５組様

★ 6.「玉堂美術館」

入館ご招待券

11/30まで ……… ５組様

千秋文庫

12/ 6まで ……… ５組様

★ 8.「伊勢型紙の名品展と着物の世界」

紀尾井アートギャラリー

12/20まで ……… ５組様

★ 9.「一生感動 一生青春」

相田みつを美術館

12/21まで ……… ５組様

★10.「ソニー・エクスプローラサイエンス」 （メディアージュ５F）お台場 ご招待券
★11.「東京タワー水族館」

10/1〜12/30 ……… ５組様
10/31まで ……… ５組様

平日ご招待券

★12.「「KID-O-KID」 17店共通（うち １ 館のみ有効）

入場ご招待券

11/30まで ……… ５組様

★13.「こどもの城」

入館ご招待券

2015/2/1まで ……… ５組様

★14.「こどもの国」

入園券 (4枚1組)

★15.「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）

入館ご招待券

★16.【横浜Ｆマリノス VS セレッソ大阪】 日産スタジアム

12/30まで ……… ５組様
10/1〜12/28 ……… １０組様

10/26（日） 19：00 キックオフ ……………… ５組様

★17.【ＦＣ町田ゼルビア VS YSCC横浜】 町田市立陸上競技場 11/ 2（日） 13：00 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2希望

★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望

第3希望
) ★NO.(

)

１ 枚希望

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

＊応募締切り
ハガキ：９ 月２９日 （月） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：９ 月２９日 （月） 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。

イ ベ ン ト ☆まだ間に合います！！
別
特
！
《丸太ヨガ体験会》のお知らせ
初開催
首コリ・肩コリに悩む方へ… 『丸太ヨガ』体験してみませんか？

川村ヨガ ホリスティック研究所
多摩市関戸2-32-5 TEL090-9343-6116（川村）
P C chandra-light-108@nifty.com
携 帯 pura-na.santo-sha@ezweb.ne.jp
ブログ http://ameblo.jp/marutayoga/
「ツボ指圧」「マッサージ」「ヨガ」をミックスした『丸太を使ったシナジー
ヨガ』を指導している川村と申します。
私自身ダンスが大好きで、色々なダンスを経験するうち、段々と体に疲
労がたまり怪我が続出。 整形外科、整体、鍼灸などに随分通いました
が、その日は調子が良くてもすぐに身体の痛みは戻ってしまう…自分が
苦しんだ肩こりや腰痛・足の故障を治すために何が良いのかを探し求
め、『丸太ヨガ』に出会いました。パソコンやスマホで首コリ・肩こりに悩ま
れている方、更年期障害で身体の不調に悩まれる方、不眠症の方、猫背
や背骨の歪みを改善して姿勢を良くしたい方…“長年溜め込んだ心と体
のコリと緊張がほどける〜”。ダンサーやアスリートの方にも話題が広まり、
つい先日（8/4）はプロレスラー『大仁田厚』さんの取材を受ける機会に
恵まれました。 10/4（土）の無料体験会にぜひご参加ください。

☆好評につき新クラス増設！！

◉日 時 １０月４日（土） １５：００〜１６：３０
◉場 所 セレクトショップMinicrew2F フリースペース
◉定 員 10名 （定員になり次第締切ります）
◉参加費 無料
※動きやすい服装と飲物をご持参のうえ、ご参加ください。
ご希望の方はHP、FAX、お葉書でお申込みください。

申込先

〠206-0033 多摩市落合1-20-10

ASA多摩センター店内
『丸太ヨガ体験会』係

フリーFAX 0800-800-3154

http://www.sawayaka-mail.com

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！

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

ご住所

チャットボード

10/5〜10/19 ……… ５組様

★ 7.「江戸の風景 ー町絵図を中心に 」

第1希望

新宿→

モルモットの『イオちゃん』
（女の子）と『カリストくん』
（男の子）です。
２人の名前は木星の衛星に
ちなんで名付けました。
普段はおとなしいけれど、運動
が大好きな『イオちゃん』。
とっても食いしん坊でレタスが
大好きな『カリストくん』。
２人とも新聞をかじって遊ぶの
がだ〜いすき！
家族のみんなに可愛がられて
います。
いつまでも元気でいてね〜。

９：３０ スタート

場所：多摩川河川敷 聖蹟桜ヶ丘駅徒歩５分 一ノ宮公園
募集：１０００名（最大）／ 募集期間： １ １ 月９日まで

聖蹟桜ヶ丘を中心にマラソン大会やランニングイベントを企画・
主催している一般社団法人『TAMA RUNNERS』の馬場と申し
ます。 当選倍率１０倍の東京マラソンの落選をきっかけに“１０年
待つより作ったほうが早いだろう”と、友人とマラソン大会を作
り始めました。
「そのオモシロイを形にしたい」という理念のもと、自分たちが
“オモシロイ”と思える大会製作を目指しています。
昨年の１２月「全員サンタクロースの格好で走ったらオモシロイだ
ろう」その鮮明な様子を思い描きながら行った第１回大会では、
大人約４００名、こども約１００名がサンタクロースの真っ赤な衣装
で一ノ宮公園に集合、応援には多摩市長もかけつけ、異様な雰
囲気とヘンテコな熱気で会場は沸きあがりました。 京王線の中
から様子を見ていた友人が「河川敷が真っ赤に染まっていた」、
四谷橋を車で走っていた知人が「四谷橋をたくさんのサンタが
走っていた」と話しているのを聞いて、地域の方にも知ってもら
えたイベントになったかと思います。
第２回目になる今回のサンタマラソンは、３時間耐久でタスキを
繋ぐ「リレーマラソン」の他に個人でエントリーした人同士がチー
ムになる「MIXエントリー」「親子リレー」、小学生未満のお子さん
が走る「ひよこの部」（４２．１９５m走）、個人競技の「聖蹟サンタ
ダッシュ」など充実したカテゴリーで１０００名のサンタが集まる
大会を目標にしています。 「ひよこの部」では“かわいい〜”と
黄色い歓声が…、「親子リレー」では絶対に負けられないお父さ
んの戦いが… 朝から夕方まで、子供から大人まで楽しめるイ
ベントになっています。 大会後は収益金で近隣の小学校にス
ポーツ用品を寄附、参加者全員が本当のサンタクロースになる
『聖蹟サンタマラソン』です。 エントリー受付中！大会スタッフ・
スポンサーも同時に募集しています。ご参加お待ちしています。

〠 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

大好評！

益子焼窯元見学

第71回

バスツアー

■旅行期日：１０月７日（火） ■旅行代金：７９００円（昼食付）

◆本日（９/ 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！

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

