♪知性がキラリとひかる！ できる大人の慣用句
①熨斗を付ける
④貧者の一灯
⑦春秋に富む
の

し

なんのこと？ どんなこと？
②膏血を絞る
③竃の下の灰まで
⑤斗酒なお辞せず ⑥鬼籍に入る
⑧爪に火を灯す
⑨雲を霞

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

つ

①熨斗を付ける …丁寧に贈り物をすることのたとえ。 『熨斗』は「熨斗鮑」の略。
こうけつ

201５年４月25日 (土）vol.3４８

もとは鮑の肉を薄く伸ばしたもの。

しぼ

②膏血を絞る …人が苦労して得た財産を奪い取ること。 重税を搾り取るという意味
かま

した

はい

によく使われる。 「膏血」は人の脂と血。

『街のたより』 第155回

③竃の下の灰まで …家の中のものは残らずすべてという意味。 「竃の下の灰まで
ひんじゃ

持っていかれる」などと使う。

いっとう

お気に入りを見つけてぜひご来店、ご参加ください。

④貧者の一灯 …貧しい人が寄付すること。 もとは、苦しい暮らしの中から、真心を
としゅ

じ

こめて神仏に一本の灯明を供えること。

どれを取っても絶対お買い得！

⑤斗酒なお辞せず …大酒飲み、それでいて乱れないこと。 「斗酒」とは「一斗」
きせき

（一升瓶１０本分）の酒のこと。

い

⑥鬼籍に入る …「死亡」を婉曲に表す語。 「鬼籍」は死者の俗名や戒名、死亡年月日
しゅんじゅう

春から夏に向けてのイベントが目白押し！

などを記した過去帳のこと。

と

⑦春秋に富む …年若く、時間がたっぷり残されているという意。 「春秋」には「年月」
つめ

ひ

とも

という意味がある。

⑧爪に火を灯す …大変ケチなことのたとえ。 燃料代節約のため、切った爪でさえ
くも

燃やしかねない倹約ぶりのたとえ。

かすみ

セレクト

⑨雲を霞 …一目散に逃げて、その場からいなくなることのたとえ。「雲を霞と逃げ出した」など。
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ぼくは

渡部ラテくん（男の子）

ミニ
ショップ

生後７ヶ月でやってきた
『ラテくん』、４／１６で
ちょうど １ 歳になりました。
わが家の子供たちは
女の子２人、男の子 １ 人
なので、息子が弟のように
可愛がっています。
なかなかお散歩に行けな
いのですが、家の中でたく
さんかけ回っていて、毎日
とっても癒されています。

５００ 10００ 15００ ￥20均０一０

大好評 ！ ５０歳からのデジタルライフ『第２回デジタル体験会』
ASA多摩センター・ASAニュータウン永山・豊ヶ丘新聞センター 主催
◆日

☆プレゼントコーナー☆

時

◆会 場
◆参加費

★ 1.「多摩ユースオーケストラ 管弦楽入門２０１５」

初心者の方大歓迎 ！

6/10（水）①午前の部 ４０名 １０：００〜１２：００
②午後の部 ４０名 １４：００〜１６：００

タブレット端末をお持ちの方は、よろしければご持参ください。

多摩永山情報教育センター会議室 多摩市諏訪2-5-1（永山駅徒歩５分）
無料 どなたでも参加いただけます。 ※詳細は本日折り込まれるチラシをご覧ください。

パルテノン多摩大ホール 5/3（祝） … ４０組様
申込み・お問合せ（３店舗共通）：ASA多摩センター フリーダイヤル 0120-165-211
※パソコン・スマホからはWeb会員にご登録のうえ、Myページ画面からお申込みください。
★ 2.「 第３３回 上野の森美術館大賞展」 上野の森美術館 5/10まで … ５組様
http://www.sawayaka-mail.com/
★ 3.「 第６０回記念 新世紀展」 東京都美術館 5/ 2〜5/10 … ５組様
★ 4.「 第２７回 横浜骨董ワールド」 パシフィコ横浜Cホール 5/ 8〜5/10 … ５組様
5/11まで … ５組様
★ 5.「 第８９回 国展」 国立新美術館
\4320（税込）
東京都美術館
5/12〜5/20 …………… ５組様
★ 6.「 第７５回 美術文化展」
おつきゆきえさんによる『宮沢賢治朗読の会』
国立新美術館
5/13〜5/24 …………… ５組様
★ 7.「 第３７回 日本新工芸展」
国立新美術館
5/13〜5/25 …………… ５組様
★ 8.「 第６７回 三軌展」
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
東京都美術館
5/22〜5/30 …………… ５組様
★ 9.「 国際公募 第５１回 ２０１５ 亜細亜現代美術展」
“宮沢賢治朗読の会”です。 初めての方もぜひご参加ください。
出光美術館
6/14まで …………… ５組様
★10.「東洋の美」
☆日 時 ７月11日（土）17:00開演（朗読時間約 １ 時間）
入館ご招待券
5/22〜6/15 …………… ５組様
★11.「パルコミュージアム」
☆場 所 セレクトショップMinicrew 2Fフリースペース
郵政博物館
6/21まで …………… ５組様
★12.「前島 密 生涯とその業績」展
☆定 員 ２０名 定員になり次第、締め切らせていただきます。
菊池寛実記念 智美術館
7/26まで …………… ５組様
★13.「井上有一 展」
☆参加費 おひとりさま ￥1200のところ \600で…
6/30まで …………… ５組様
★14.「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可） 入館ご招待券
注）当店読者以外の方は \1200となります。 ご了承ください。
ご招待券
6/30まで …………… ５組様
★15.「横浜マリンタワー」
入園券 (4枚１組)
６/３０まで …………… ５組様
★16.「こどもの国」
『フラワーアレンジ講習会』のお知らせ
★17.《ヤクルト VS 横浜DeNA》 神宮球場 5/19（火）・20（水）・21（木） 試合開始18:00（共通チケット） … ５組様
★18.《ヤクルト VS 北海道日本ハム》 神宮球場 5/26（火）・27（水）・28（木） 試合開始18:00（共通チケット） … ５組様
初開催 ！ “多肉植物の寄せ植え”を楽しんでみませんか？
16:00キックオフ …………… ５組様
★19.【FC東京 VS 鹿島アントラーズ】 味の素スタジアム 5/10（日）
ぷくっとした葉っぱや個性的な形状が可愛い・・・とひそかなブーム。
19:00キックオフ …………… ５組様
★20.【FC東京 VS 名古屋グランパス】 味の素スタジアム 5/23（土）
水やりも時々でいいし、お部屋のインテリアとしてもおしゃれ。
19:00キックオフ …………… ５組様
★21.【横浜Fマリノス VS ガンバ大阪】 日産スタジアム 5/30（土）
ブリキのポットに可愛くアレンジしてお持ち帰りいただきます。
★22.【FC町田ゼルビア VS レノファ山口FC】 町田市立陸上競技場 5/24（日） 16:00キックオフ ………… ５組様
初めての方もお気軽にご参加ください。
＊日

《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1希望
★NO.(

第2希望
) ★NO.(

2015/4/25

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

１ 枚希望

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）

＊材料費 ￥2000（ステキな寄せ植えができあがります）
◆日頃のご愛顧に感謝して残りの費用は当店が負担いたします。
注）当店読者の方のご参加に限らせていただきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参加希望のお客様はFAX・お葉書・HPからお申込ください。
※電話での受付はできません。

から

http://www.asawebtama.com/

１ 枚希望

時 6月5日（金）13:30～15:30 ニュータウン永山店２Fフリースペース
※あと数名で定員になります。 定員になり次第締切ります。
☆6月6日（土）定員になりましたので締切りました。

＊応募締切り
ハガキ：4月30日 （木） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：4月30日 （木） 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。

当店へのメッセージ

お問合せ
お申込み先

〠 206-0033

申込先

〠206-0033 多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内

『宮沢賢治朗読の会』係 または
『フラワーアレンジ講習会』係 まで

フリーFAX 0800-800-3154

大好評！
第7４回

バスツアー

フリー FAX0800-800-3154

『世界遺産の春景色
富士芝桜まつり』

■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）
◆本日（４/25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

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

http://www.sawayaka-mail.com

発行所
発行部数12000部

◆ＡＳＡ多摩センター

◆ＡＳＡニュータウン永山

多摩市落合1-20-10
フリーダイヤル 0120-165-211
フリーFAX0800-800-3154

多摩市永山2-19-1
フリーダイヤル 0120-163-411
フリーFAX0800-800-1531

