わたしは

『水谷アリスちゃん』
キャバリア（トライカラー）
人なつっこくて、ご飯もお利口に待つ
賢いわんちゃんです。 朝は家族みん
なを起こす大事な役割を担当。
病気は一度もしたことがなくて、とても
親孝行です。 好きな人のことはペロ
ペロなめて、知らない人には吠えてく
れる家族の大事な一員です。
いつまでも元気でいてね。 ♥

http: //w ww . s aw ay aka- m ai l . c om

2014年11月25日 (火）vol.3３８
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１５０回

２０１４年 １ ２ 月６日（土） １０：００〜１５：００ （多少の雨天であれば決行）

『わが家流
行事食と室礼十二ヶ月』

今年もあとわずかとなりました。
日頃のお客さまへの感謝を込めて“感謝デー”を開催いたします。
好評の包丁研ぎ、まな板削りも行います。
毎年大人気 ！ イワオ企画社長が作る具だくさんの温かい
“すいとん”【無料】をご用意してお待ちしています。

しつらい

【室礼】
季節や人生の節目にあわせた書、花、物などを、
床の間や玄関、壁、棚の上などに飾り、心豊かに
楽しむこと。 「心を、季節のものに託して盛る」の意。

包丁研ぎ・まな板削り…１点 ２００円 （お一人様２点まででお願いします。 ※受付は２時まで）
炊きたてお赤飯、地元多摩の野菜販売も行っています。

日野市在住の室礼講師『枝川寿子』さん、鶴牧在住の
『村島芙美枝』さん姉妹が日本の伝承文化でもある年
中行事と、その日にふさわしい行事食を手軽なわが家
風に ア レンジし て 、2015年カレ ンダーを自費出版され
ました。
昨年末、無形文化遺産に登録された和食にも自然の
美しさや年中行事との密接な関わりが謳われています。
ひと月ごとに解説が添えられた１８×１３㎝の横長サイズ、
コンパクトな中に日本古来の美しい季節感が凝縮され、
『室礼』の 意 味を もっ と知り たくな る おしゃれな カ レ ン

永山方面→
乞田川

多摩センター駅

【季節の室礼】

★撮影は鶴牧の村島宅で行いました。

枝川様、村島様のご好意により、２０１５『わが家流 行事食と室礼十二ヶ月
カレンダー』を５名様にプレゼントいたします。 プレゼント★NO.１

※なお、購入を希望される方は下記に直接お申込みください。
１部 １０００円（送料込）
枝川寿子 日野市多摩平 2-9-1 多摩平の森 3-1-605
TEL 090-4963-3638 edahana@m2.hinocatv.ne.jp
★ ミニクルでもカレンダーを購入いただけます。

一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月

多摩上之根橋南
上之根大通り

ダーです。

上之根橋
多摩ニュータウン通り

ピューロ
ランド

お正月
節分
雛祭り
花祭り
端午の節句
夏越しの祓え
七夕
お盆
重陽の節供
お月見
七五三
冬至

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

ASA 多摩センター店

り

イワオ企画

『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♥

１ １ /２５ （火） 〜１２月２４日 （水）※日曜日はお休み
１０：００〜１７：００

☆プレゼントコーナー☆
★ 1. 『わが家流 行事食と室礼十二ヶ月カレンダー』 …………………………………………… ５名様
12/20（土）・21（日）

……… ５組様

12/14まで

……… ５組様

国立新美術館

12/10〜12/23

……… ５組様

2館共通ご招待券

2015/ 1/31まで

……… ５組様

★ 2.「ジャパン ドッグフェスティバル２０１４」

東京ビッグサイト

★ 3.「 冬季展 四季礼讃〜秋の彩り、冬の装い」

講談社野間記念館

★ 4.「シェル美術賞展２０１４」
★ 5.「山田洋次ミュージアム 寅さん記念館」

2015/ 2/1まで

……… ５組様

12/6〜 2015/ 2/22まで

……… ５組様

入館ご招待券

12/28まで

……… １０組様

★ 9.「帆船日本丸＆横浜みなと博物館」

共通ご招待券

2015/ 2/28まで

……… ５組様

★10.「東京タワー水族館」

平日ご招待券

2015/ 1/30まで

……… ５組様

★11.「こどもの国」

入園券 (4枚1組)

12/30まで

……… ５組様

★12.【ジャパンエックスボウル２０１４】 東京ドーム

2014/12/15（月）

19:00キックオフ

……… ２５組様

★ 6.「活動のデザイン展」

21̲21 DESIGN SIGHT

★ 7.「市川市東山魁夷記念館」

ご招待券

★ 8.「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）

★13.『サザエさん２０１５年カレンダー』 ………………………………………………………………… ５０名様
★14.『スケジュール書き込み式カレンダー ２０１５』 …………………………………………………… ５０名様

チャットボード

X’mas イベントのお知らせ
『デリバリーサンタ』受付中！！！
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の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
日時をFAX・お葉書・HPからお知らせください。
★スケジュールを調整させていただきます。
★今年は 12/20（土）・21（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。 あらかじめご了承ください。
【サンタさんが伺える期間と時間】

プレゼント応募用紙
第1希望

☆期間 12/1５（月）〜12/25（木）
☆時間 12:00〜20:00

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

第2希望

★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望

第3希望
) ★NO.(

)

■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・スマートフォンからはWeb会員に登録
いただき、Myページからご応募ください。
Myページへのアクセスはお得なクーポン満載 ！
地域サイト

から

http://www.asawebtama.com/

１ 枚希望

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

ご住所

スマホからも
簡単アクセス！

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

区
（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

＊応募締切り
ハガキ：11月29日 （土） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・スマホ：11月29日 （土） 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。

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』による
“大人のための朗読会”です。 初めての方もぜひご参加下さい。
＊
＊
＊
＊

日 時
場 所
定 員
参加費

＊参加希望のお客様は FAX・お葉書・HPからお申し込みください。
電話での受付はできません。

申込先

〠206-0033 多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内

『デリバリーサンタ』係 または、 『おつきゆきえさんの朗読の会』係 まで
フリーFAX 0800-800-3154 http://www.sawayaka-mail.com

大好評！

います！！！
まだ間に合

第72回

当店へのメッセージ

お問合せ
お申込み先

〠 206-0033

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

1 2 月 6 日（土） 17：00開演（朗読時間約 １ 時間）
セレクトショップＭiｎｉｃｒｅｗ ２Fフリースペース
定員になり次第、締め切らせていただきます。
おひとりさま ￥１２００のところ ￥６００で…

バスツアー

身延山宿坊での昼食
身延山のしだれ桜
羽田クロノゲート見学と浅草『羽子板市』
■旅行期日：12月19日（金） ■旅行代金：６３００円（昼食付き）
◆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。

発行所
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

