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プレゼント応募用紙

当店へのメッセージ

お客様 照会番号　　　　　区

第1希望 第2希望 第3希望

★NO.(       ) ★NO.(       ) ★NO.(       )

TEL

多摩市

お名前 様

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

お問合せ
お申込み先

■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/
　　★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

《応募方法》

〠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

＊応募締切り　　　ハガキ：3月30日 （月）必着

　　　　ＦＡＸ＆パソコン・スマートフォン：3月30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　　　　　　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。

１ 枚希望 １ 枚希望 １ 枚希望

レ

 　『クリーム』（女の子）８才

　　　　　　　　　　　　　ヨークシャテリア

実家で生まれた『ヨークシャテリア』の

３姉妹、生まれた順に「メロン」「クリー

ム」「ソーダ」と名付けられた２番目の

女の子です。　きゅうりやキャベツが大

好物。　ボール遊びが大好きで、特に

サッカーボールに夢中！　“なでしこジャ

パン”目指してます。

６才の『開登くん』にとって８才の『クリ

ーム』はお姉ちゃん。　毎日幼稚園まで

ついてきてくれる仲良しさんです。　でも

４月から小学校に入学するので一緒

に行けなくなっちゃうのが寂しい…。

でも、いつまでも一緒にボール遊びした

いな。

◆本日（３/25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

チャットボード

『街のたより』 第154回

 スマホからも
簡単アクセス！

♪かなりひねっている「植物名」

間違えると、「知性」が疑われる！？　【「教養」基本漢字】より抜粋

\4320（税込）

【訂正とお詫び】
  　　 2/25号のご紹介で画像と文章に誤った記載が
   　　ありました。　謹んでお詫び申し上げます。

★ 1.「第６８回　示現会展」　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立新美術館　　 　　　　　　　　　　　4/ 1～4/13　…　 ５組様

★ 2.「第１０１回　光風会展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立新美術館　　 　　　　　　　　　　　4/15～4/27　…　 ５組様

★ 3.「第４５回　日彫展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都美術館　　 　　　　　　　　　　　4/19～4/30　…　 ５組様

★ 4.「生誕１１０年　片岡球子展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京国立近代美術館　　 　　　　　　4/ 7～5/ 8　…　 ５組様

★ 5.「春の優品展　～和歌と絵画～」　 　 　　　　　　　　　　　　  五島美術館　　 　　　　　　　　　　　　  4/ 4～5/10　…　 ５組様

★ 6.「生誕６０周年記念　ミッフィー展」　 　 　　　　　　　　　　　　　松屋銀座　　 　　　　　　　　　　　　   4/15～5/10　…　 ５組様

★ 7.「細川家起請文の世界」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永青文庫　　　　 　　　　　　      　  　  6/28まで　…　 ５組様

★ 8.「極楽湯」８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）　 　　　　入館ご招待券 　　　　 　　　 　　　　　　　6/30まで　…　 ５組様

★ 9.「帆船日本丸＆横浜みなと博物館」　　　　　　　　　　　　　共通ご招待券　　　　　　　　　　　　　    5/31まで　…　 ５組様

★10.「パレットタウン　大観覧車」　　　　　　　　　　　　　　　　　   平日限定ご招待券　　　            　5/29まで　…　 ５組様

★11.「さがみ湖リゾート　プレジャー フォレスト」　　  　　　　　  入園ご招待券　　　　　　 　　           9/30まで　…　 ５組様

★12.「こどもの国」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　  入園券 (4枚１組)　　   　　　　　　 　　　 6/30まで　…　 ５組様

★13.《ヤクルト　VS　巨人》 　神宮球場　　4/24（金）・25（土）・26（日）　試合開始18:00　（日付別チケット）　…　 ５組様

★14.【FC東京　VS　サンフレッチェ広島】　 味の素スタジアム　4/18（土）　　  16:00キックオフ　……………　 ５組様

★15.【横浜Fマリノス　VS　湘南ベルマーレ】　日産スタジアム　4/25（土）　　  15:00キックオフ　……………　 ５組様

★16.【横浜Fマリノス　VS　サンフレッチェ広島】　日産スタジアム　4/29（祝） 1９:00キックオフ　……………　 ５組様

★17.【FC町田ゼルビア　VS　Jリーグアンダー２２選抜】　町田市立陸上競技場　4/26（日）14:00キックオフ　…　 ５組様

3/4（水） 『デジタル体験会』を終えて
午前の部４０名　　午後の部４０名　満員御礼

タブレットPC初心者のための『デジタル体験会』を開催しました。

全国で３００回以上の講習を行ってきたベテラン講師による“滑らないトーク”（笑） で

体験会はスタート。　ジョークを交えながらの軽快なトークに惹き込まれ、ワイワイと使

い方を覚えていきます。　ボウリングゲームを利用してアプリの追加方法や画面タッチ

の操作をマスター、ゲームのあとは地図の使い方やインターネット検索などを学習して前半終了。

後半は、インターネット通信の説明や比較、朝日新聞デジタルの使い方、コンテンツの説明などを受け

て終了。　2時間の講習会でしたが、参加されたみなさんには大変満足してお帰り頂き、スタッフ一同、

安心いたしました。

“定期的に開催してほしい”“次回も参加したい”とのご意見を多く頂き、次回は6月開催を予定。

詳細などは5月上旬に折り込まれるご案内チラシでご確認ください。　定員によりご参加頂けなかった

方のご参加もお待ちしております。

【参加されたお客さまの感想】

①体験会に参加した理由

　a 朝日新聞デジタルに興味があったから・・ 
　b タブレット操作をしてみたかったから・・・・
　c その他　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②実際にタブレット端末を使用した感想

　a とても便利で使いやすい　・・・・・・・・・・・ 
　b まあまあ使いやすい ・・・・・・・・・・・・・・・   
　c 操作方法が難しい　・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　d その他　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

③体験会での講習内容・教え方について

　a とても理解しやすかった　・・・・・・・・・・・・ 
　b まあまあ理解できた　・・・・・・・・・・・・・・・  
　c あまり理解できなかった　・・・・・・・・・・・・ 

④体験会満足度は？

　a 大いに満足　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　b 満足　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　c やや不満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【もっと知りたかったこと】

　　使い方がわからない時の問い合わせ先

　　アプリの取得方法／メールの受信方法

　　タブレットの価格、通信方法の比較／絵の描き方

　　ネットの料金／PCとの違い／印刷方法／文章の作成

　　カメラの使い方　　ほか

【今後参加してみたい体験会など】

　　アプリの使い方／Wifi設定／スマホの使い方

　　購入時の注意点／検索の仕方／中級クラスがあれば

【その他のご意見・ご要望】

　　カメラ機能の説明／文字入力について／無線LANの設定

　　ポケットWifiに切替えたい／海外での使い方　

　　タブレットのメリットについて知りたい

　　次回の講習会にも参加したい／毎月講習会をしてほしい
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■旅行期日：５月14日（木曜日）

■旅行代金：大人８３００円/子供７７００円（昼食・入園料含む）

『世界遺産の春景色
　　　　　　　　　富士芝桜まつり』
『世界遺産の春景色
　　　　　　　　　富士芝桜まつり』
『世界遺産の春景色
　　　　　　　　　富士芝桜まつり』

【出 発】　多摩センター駅8時00分　永山駅8時20分
【コース】
　　　出発地－中央高速ー大月 I . C －山梨県立リニアセンター（超電導リニア
　　　やリニア中央新幹線の概要を模型や各種の展示物等によって紹介）－
　　　石和（甲州名物自家製味噌ほうとうの昼食　1500坪の宝石の日本庭
　　　園見学）－本栖湖リゾート（ピンク、白、青など6種類の芝桜のじゅうたん
　　　と残雪の富士山を望む）－河口湖 I . C －中央高速ー永山駅（18：10）－
　　　多摩センター駅（18：30）着予定

それぞれの読み方は？

　①土筆　　　　　②翌檜　　　　③仙人掌　　　　④木通　　　

　⑤含羞草　　　⑥竜胆　　　　⑦金合歓　　　　⑧酸模

【解答＆解説】

①つくし…杉菜［すぎな］の胞子茎［ほうしけい］。　漢字を当てると、なるほどとうなずける

②あすなろ…日本特産のヒノキ科の常緑高木。　「明日は檜［ひのき］になろう」の意から
　　　　　　　　　　　この名があるという

③サボテン…「覇王樹」とも書き、どちらも中国の用字。仙人の掌［てのひら］にその形が
　　　　　　　　　　　似ているからこの名がついたらしい。球状サボテンは「仙人球」とも書く

④あけび…楕円形で紫色を帯びた果実は甘い。「通草」「野木瓜」とも書く

⑤おじぎそう…葉を触ると閉じて垂れるのでこの名がついた。ネムリグサともいう

⑥りんどう…根を煎じた健胃剤が苦いので、竜の胆と称した

⑦アカシア…「合歓［ねむ］の木」に似て枝に針がある。北海道などの街路樹にあるのは
　　　　　　　　　　ニセアカシア、「針槐［はりえんじゅ］」

⑧すかんぽ…「酸菜［すいば］」の別称。若芽は食べられる


