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『街のたより』 第158回
6/5（金） 6/6（土）

第２７回

『フラワーアレンジ講習会』

〜多肉植物の寄せ植えを終えて〜

ぷっくりした葉っぱ、ポニョっとした手触り、個性的な形状も可愛い
多肉植物は見る人の心を癒してくれます。
静かなブーム“多肉植物”にフォーカスした講習会は初めてでしたが、
両日とも定員いっぱいのご参加をいただきました。

【作業の手順】

ご指導：緑宝園 TEL042-375-1048

① 器選び
深さのあるバケツ型や底の浅い舟形など、ブリキの風合いがおしゃれな
ポット選びからスタート。
② 40〜50種類の中からお好みの花材を選びます。
『グリーンネックレス』 〜涼しげな雰囲気で人気NO.1〜
『ブロンズ姫』（グラプトペダルム属）
『ハムシー』（エチベリア属）
♪素敵なネーミングが
『虹の玉』（セダム属）
光ります！
『星の王子』（クラッスラ属）
『スノージェイド』（セダム属）
③ 植物の大きさ、バランス、色合いなどをイメージして、ポットに植え込んでい
きます。 細かい部分はピンセットで植え、スプーンで土を足していきます。
④ 最後に固まる「化粧砂」（白い砂に水と糊が混ざったもの）を吹きかければ
完成です。

『朝日ジュニア学習年鑑』より抜粋

わたしは

『あいこ』（１２歳）
チワワの女の子です。
人間でいうとおばあちゃんの
年齢ですが、とっても活発で
元気いっぱい… 自分がいち
ばんだと勘違いしていて、家
ではよく吠えていばってま
す。
最初は真っ白な
子犬であまりの可愛らしさに
魅かれて飼いはじめましたが、
成長するにつれて毛色はブラ
ウンに変わってきました。 家の周り４００mくらいがお気に
入りの散歩コース、ほかのワンちゃんに会うとこそこそと隠れ
てしまう臆病な一面があります。 いつまでも元気でいてね ♥

乾いた土に苗を植えていく段階では植物の根っこが崩れやすいのでどな
たもご苦労されていました。 その後、苗と苗の間の土を棒で突っつきなが
ら土を固めていくのですが、その作業が不十分だと上手く仕上がらない
ため、緑宝園さんのご指導を仰ぎながら、一生懸命作業をされていたの
が印象的でした。
見本を参考に、短時間で素敵な寄せ植えを仕上げられた方、お隣の方と
おしゃべりをしながら作業を楽しまれた方も多くいらっしゃいました。
多肉植物は直射日光と高温に気をつけていれば、水やりも２週間に １ 度の
ペースでOK。 手間がかからないのが人気の秘密、初めて経験された方が
ほとんどでしたが、みなさん満足して帰られました。

☆プレゼントコーナー☆

《お客様からのおたより》

★ 1.「２０１5 SUMMER 骨董ジャンボリー」
東京ビッグサイト
８/8・9（２日間） ………
8/ 2〜8/10 ………
★ 2.「学展」・「現代パステル協会展」 （どちらか１企画のみ有効） 東京都美術館
ご招待券
8/25まで ………
★ 3.「大昆虫展 in東京スカイツリータウン」
銀座金澤翔子美術館
8/ 1〜8/29 ………
★ 4.「共に生きる」
池袋・サンシャインシティ
8/30まで ………
★ 5.「ウルトラマンフェスティバル２０１5」
日本美術院
9/ 1〜9/16 ………
★ 6.「 再興第100回 院展」
ペアご招待券
9/27まで ………
★ 7.「切手の博物館」 〜美しい昆虫展〜
入館ご招待券
９/３０まで ………
★ 8.「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
8/31まで ………
★ 9.「秩父ミューズパーク スポーツの森」 波のプール・流れるプール 入場引換券
滑走ご招待券
９/３０まで ………
★10.「新横浜スケートセンター」
特別無料ご招待券
8/31まで ………
★11.「市原ぞうの国」
入園券 (4枚１組)
１2/30まで ………
★12.「こどもの国」
★13.《日本ハム VS 千葉ロッテ》 東京ドーム 9/1（火）・2（水）・3（木） 18：30試合開始（共通チケット） …
★14.《東京ヤクルト VS 中日》 神宮球場 8/21（金）・22（土）18:00／23（日）17：00試合開始（共通チケット） …
★15.《東京ヤクルト VS 巨人》 神宮球場 8/25（火）・26（水）・27（木）18：00試合開始（日付別チケット） …
★16.【横浜Fマリノス VS 浦和レッズ》 日産スタジアム 8/29（土） 18：３0 キックオフ ………………
★17.【ＦＣ町田ゼルビア VS 藤枝MYFC】 町田市立陸上競技場 8/16（日） 18:00キックオフ …………

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。
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■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：7月30日 （木） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：7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。

＊毎回楽しみにしています。 多肉植物と聞いて、男子ベランダー
（NHK・BS1）『多肉愛の劇場』が頭に浮かびました。 土を入れ
過ぎて植物が浮き上がってしまいましたが、手直しして頂き、仕
上げに白い化粧砂をかけてもらうと… なんということでしょう。
あらっ〜素敵♥ 枯れ専の私ですが今回は何とかなりそうです。
※メインの植物は有料で好きな苗を選べるグレードアップコース
があるとうれしいです。
豊ヶ丘 Mさん
＊土入れの〈かため〉の作業が意外と手間がかかり、ビックリヒャッ
クリ ？ ！ 手直し５回目でやっと仕上げの白砂を入れてもらい、バン
ザイ ！
落合 Nさん
＊今回、初めての多肉植物の寄せ植えを体験させていただきまし
た。 多肉植物というとサボテンくらいしか浮かばなかったのです
が、その種類の多さにビックリしました。 普通の寄せ植えより長
持ちしそうなのでこれからが楽しみです。 永山 Tさん
＊多肉植物に多くの種類があり、その表情の違いを楽しみながら
組合せを考えるのがむずかしくも楽しかったです。 手入れの
方法も詳しく教えていただき、大事に育てたいと思います。
落合 Mさん
＊全体のバランスを考慮して自分なりに苗を選択、１０種類くらいを
バケツ型の器に植えました。 根っこを処理するのに苦労したり、
土の量や隙間を埋めるのが大変でしたが、ご指導いただき素敵に
仕上がりました。 美しく保てるように努めたいと思います。 心の
栄養と潤いを頂き、ありがとうございました。 豊ヶ丘 Sさん

MINICREW 真夏の大セール

【第１回】 7/25 〜 8/2 【 第２回】 8/15 〜 8/23
\3000 （税込\3240） 以上買うと、お会計より
\5000 （税込\5400） 以上買うと、お会計より
\10000 （税込\10800） 以上買うと、お会計より

8 %OFF
15 %OFF
25 %OFF

※ラッキーパック・クリスマスグッズは対象外、一部除外品もあります。

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

セレクトショップ ミニクル

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

発行所
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◆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

